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1984年5月5日に「横浜こども科学館」として設立された洋光台の科学館は、2014年5月5日、
30歳の誕生日を迎えました。この間、1988年1月23日に入館者100万人、2003年7月31日に
入館者500万人の節目を経て、2008年4月1日には、ネーミングライツの制度が導入され、以
後「はまぎん こども宇宙科学館」の愛称で親しまれてきています。
現在この科学館は、日本で最大の政令指定都市である横浜市の科学館として、３つの性格を備
えることをめざして努力しています。

運営理念1

みつける
科学・技術の多様な体験を通して芽生える「知りたい心（好奇心）」
「挑みたい心（冒険心）」「創りたい心（匠の心）」を“みつける”

あつまる
科学・技術を触媒として横浜市の地域の力、学校の力、家庭の力、
企業・団体の力など、あらゆる街づくりの力が“あつまる”

つなぐ
科学・技術との関りにより抱く不思議を架け橋とした
ネットワークを創りあげ、ひとびとを“つなぐ”

横浜こども科学館 運営方針

「横浜こども科学館」は、このように、「みつける科学館」「つなぐ科学館」「あつまる科学
館」を旗印に掲げて、日本一の政令指定都市「横浜」にふさわしい日本一の科学館をめざして
邁進し、特にこの10年間は、全国でも有数の活気ある科学館として、ユニークで多彩な取り組
みを展開し、来館者も順調に増え続けてきました。

ところが2019年暮れを皮切りに世界を襲った新型コロナウイルスは、社会の他の分野と同様に、
科学館の活動にとっても大きな障害となるに至りました。これまで科学館の現場に集まってこ
そ実現していた子どもたちの生き生きとした発見や地域の人びととの絆が、コロナウイルス感
染の恐れのために急激に細々としたものになっていきました。科学館では、対策に万全を期し
ましたが、それだけでは、人びとの流れを呼び戻すことはかないませんでした。

とはいえ、科学館が人びとのために果たさなければならない役割は、コロナウイルスの存在に
よって減じるわけではありません。そして模索の結果、従来広報を多彩にするために導入した
コンピューター・ネットワークに、現在の苦境を乗り切るカギを見つけるに至りました。科学
館に足を運べない人びとでも、YouTube、SNSなどのITの手段は持っています。ならばこれを、
単なる広報の枠を超えて、講演や科学・工作教室そのものの実施手段として活用すれば、科学
館が有する素材と組織する活動の内容を、来館できない人びとに途絶えることなく「ひろげ
る」ことが可能であることに思い至りました。

こうしたONLINE戦略は、人びとの来館が困難な時期にも、工夫次第で講演や教室や情報を極
めて巧みに発信でき、相方向の意見交換を可能にしてくれます。そして加えて、横浜市内でも
科学館に足を運ぶことが地理的に難しかった地域の子どもたちや家族にも、従来はできなかっ
た接触のチャンスを「ひろげる」ことにつながっています。しかもそれが、全国的規模の対話
にもつながることも分かりました。

やがてコロナウイルスの脅威が去り、かつての日常に近い活動に戻ることが、科学館の活動の
発展を保証する大切な保証であることは当然ですが、このたびのウイルス蔓延との闘いの中か
ら見出したONLINE戦略の質をさらに高めることで、広域の人びとと常にチャンネルを共有し
ながら活動を「ひろげる」ことが可能になることが証明されています。活動を横浜のすみずみ

まで行き渡らせる「ひろげる科学館」という新たな性格を獲得し、日本に冠たる横浜市の科
学館として、この大切な都市にふさわしい質と量を備えた活動を、今後も堅持していきたいと
考えています。

横浜こども科学館館長
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基本方針2

すべての人に開かれた公の施設を継続

安心・安全、公平・平等を最優先1

◼ 安心・安全を最優先
公共施設を預かる立場を認識・理解し、すべての利用者に安心して施設を利用していただけ
るよう、安全を第一に考慮した運営を実施します。不測の事態が生じた際にも、迅速かつ的
確な対応策を確立し安全を確保し安心を担保します。

◼ 平等・公平を徹底
私ども株式会社コングレは、指定管理者として多くの公共施設の運営実績があり、平等・公
平な施設運営についての知識と理解、経験を持っています。これらの実績と経験を十分に活
用し「すべての人に開かれた施設」として捉え、平等に受け入れ、公平に扱う運営を行いま
す。

効率的な管理運営、経費縮減2

◼ 収入の最大化と経費の最小化
効率化とサービスの質的向上は相反する要素を持ち合わせており、行き過ぎた効率化がサー
ビスレベルの低下をもたらすのであれば、それは決して私どもの望むところではありません。
しかしながら、効率化によって産み出された時間やコストを新たなサービスに使うことがで
きれば、利用者の方々と本施設の双方の利益につながると考えています。
効率的な運営が最終目標ではなく、効率的な運営によるサービスの向上こそが私どもの目指
すところです。公共施設をお預かりして運営しているという認識を持ちながら業務を遂行し
ます。

雇用の多様化スタッフのクオリティアップ

省エネ 経費縮減

効率化の
実現

サービスの向上

環境への配慮

目指す効率化

地域に愛される施設3

◼ 地域における役割の理解と貢献
現代は、高齢化による社会状況の大きな変化や、コロナ禍による新しい生活様式など、これ
までの社会の枠組みでは対応することが困難な課題を抱えています。持続可能な社会を構築
していくためには、市民同士が相互に交流・協力し合う地域内の共助が必要になってくると
考えます。豊かで活力ある地域社会の形成に貢献するため、交流の起点となる活動支援を事
業を通して実現します。
公共施設を指定管理者として管理運営するうえで、地域社会への貢献、地域との関係構築は
不可欠です。地域の発展が施設の発展にもつながり、地域社会に貢献する取組は重要である
と考えています。
私どもはこれまでの運営期間において、地域団体との連携には特に注力してきました。地域
の大切なイベントに本施設が継続して携われるよう活発なコミュニケーションを図り、これ
まで積み上げてきた歴史をさらに発展させます。事業連携やイベントへの参加などには積極
的に参画し、科学館の指定管理者として科学の力を借りながら、地域の皆様と相談し地域活
性化に取り組み続けます。
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公共施設の運営実績4

株式会社コングレは、2001年の日本科学未来館の運営・接客業務から始まり、全国で5箇所
の大型科学館の他、劇場や会議場などを含めると22箇所の公共施設を指定管理者として運営
しています。どの施設においても利用者数の増加に成功しており、地域の賑わい創りに貢献
してきました。

【コングレ 公共施設運営実績】

株式会社東急コミュニティーは、全国で1100件以上の施設管理運営実績を有し、更には行
政施設の管理運営実績（行政プロポーザル・指定管理者・PFI等）も業界トップクラスです。
また、指定管理者としての行政施設運営や教育文化施設、学校、ホール、展示施設など本施
設類似施設の施設運営経験も豊富にございます。これらの実績で培ったノウハウを本施設に
活かし、本施設の設置目的実現に向けてサポートをします。

【東急コミュニティー 公共施設運営実績】

所 在 地 東京都渋谷区 所 在 地 埼玉県北本市

期 間 2017～現在 期 間 2015～現在

【ホール・文教施設】　渋谷区文化総合センター大和田 【ホール・文教施設】　北本市文化センター

施設概要
当社が代表企業として、統括管理および施設運営を

実施。
施設概要

文化ホール、プラネタリウム等が入居する複合用途施

設の維持管理業務を実施。

業務内容 業務内容

統括管理

プラネタリウム運営

総合受付業務

運営管理、設備管理、

清掃管理、植栽管理、

プラネタリウム運営

所 在 地 新潟県新潟市 所 在 地 千葉県千葉市

期 間 2010～現在 期 間 2017～現在

業 務 内 容 運営 業 務 内 容
全体管理・企画・運

営

年 間 入館 者数 37.5万人 年 間 入館 者数 43.5万人

所 在 地 兵庫県神戸市 所 在 地 山梨県甲府市

期 間 2014～現在 期 間 2019～現在

業 務 内 容 全体管理・運営 業 務 内 容 企画・運営

年 間 入館 者数 39.3万人 年 間 入館 者数 コロナ禍により未記載

所 在 地 埼玉県川越市 所 在 地 愛知県名古屋市

期 間 2014～現在 期 間 2010～現在

業 務 内 容
予約受付、企画、

広報、その他運営
業 務 内 容 全体管理・運営

年 間 入館 者数 70万人 年 間 入館 者数 100万人

【科学館】　新潟県立自然科学館 【科学館】　千葉市科学館

施設概要
広大な敷地と館内で豊かな自然を体験できる。話題

になる特別企画展を数多く開催。
施設概要

特に教育の側面に注力し、学校団体との連携などを

強化。市内学校団体の来館率99%に達する。

【科学館】　神戸青少年科学館 【科学館】　山梨県立科学館

施設概要
使用料金制が採用されているが、多種多様な企画・

ワークショップで年々入館者数を増加。
施設概要

地域連携を重要視した運営を実現。教室・サイエンス

ショーの実施回数を増加し満足度を向上。

【MICE施設】　ウェスタ川越 【MICE施設】　名古屋国際会議場

施設概要
1700席の大ホールと大小様々な貸室を備えた複合

施設では、質の高い文化芸術振興を実施。
施設概要

2010年度から業界初となる民間企業の単独運営管

理を開始し、独立採算に成功。
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CTC共同事業体1

私どもCTC共同事業体は

➢ 80か所以上の文化・MICE施設の運営と全国No.1のコンベンション運営実績をもつ

株式会社コングレ
➢ 1540件ものビル・施設管理件数の実績を誇る「未来創造価値のベストパートナー」

株式会社東急コミュニティー

の２社の共同事業体です。株式会社コングレが統括管理その他すべての業務を担当し、株式
会社東急コミュニティーが建物維持管理・警備・清掃を担当します。
それぞれの専業分野においてトップクラスの実績を持つプロフェッショナルが集まり、両社
の持つ強みを融合し一体的に運営にあたることで、クオリティの高い管理運営を実現します。
私どもは、共同事業体として他地域の複数の指定管理者業務をお任せいただいております。
互いの管理運営方法は熟知しており、強力なタッグで施設の設置目的達成をお約束します。
運営に当たっては、下記のように安定的な経営状況の複数の構成団体が存在することで、万
が一構成団体が不測の事態に陥った場合でも、他の構成団体にてスムーズにフォローできる
体制を構築しており、本施設の事業においての安定的継続に影響を及ぼさない設定としてい
ます。

MICE・文化施設運営のプロフェッショナル 施設維持管理のプロフェッショナル

財務状況3

安定した経営基盤を持つ２社がタッグを組成

株式会社コングレの財務状況2

2020年度は新型コロナウイルス感染の影響を大きく受けながらも売上高129億1,100万円、
純利益2億1,600万円となり、30％以上の減収となりながらも当期純利益を確保いたしまし
た。主な減収要因は、コンベンション事業の会議運営の延期や、施設関係の休館や営業時間
短縮などです。しかしながらオンラインでの開催など新たな技術による市場も生まれており
ます。収益性は、売上高総利益率 24.2％、売上高営業利益率はマイナスとなっております
が、売上高経常利益率はプラスを確保しております。また、自己資本比率は54.5％、流動比
率は230.0％で、いずれも十分な安全性が担保されています。加えて現預金は50億円以上と
安定した経営状況にあり、指定管理者として運営をお任せいただくには十分な状況です。

株式会社東急コミュニティーの財務状況3

2020年に創業50周年を迎えました。これまでにマ
ンション管理を中心にビルや商業施設、指定管理や
PFI事業などのPPP案件等、様々な施設の管理や運
営に携わって参りました。公共施設には時代の変化
や住民のニーズに合わせ地域社会に貢献する管理運
営が必要です。当社ではこれまでに培った建物管理
や資産運営のノウハウを、教育施設や文化・スポー
ツ施設、公会堂など多様な施設の管理運営に活かし
着実に営業利益を伸ばしてます。これからも時代の
スピードと変化に即応し、業界のリーディングカン
パニーとして、お客様に価値を提供するベストパー
トナーであり続けます。

4
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基本情報4

料金設定や開館時間は利便性を重視

開館時間1

◼ 開館時間
開館時間は、現状を踏襲します。
夏休みやゴールデンウィークなど、学校の長期休暇期間中の繁忙期は開館時間または閉館時
間を延長するなど柔軟に対応します。

利用料金2

◼ 開館以来の水準を維持
1984年の開館以来、変わらぬ利用料金を今後も維持します。物価の上昇、社会情勢の変動
など外的要因は様々に変化することも想定していますが、利用しやすい金額を継続すること
でより多くの方々を迎え入れます。

開館時間 9:30～17:00　 　最終入館16:00まで

※繁忙期は開館時間の前倒し、閉館時間の延長も検討

◼ 休館日
公共施設は月曜日が休館になるケースが多く見られますが、月曜日は学校の特別行事の振替
休校となる場合もあります。私どもは火曜日を休館日とし、多くの子どもたちの利用を訴求
しています。

休館日 第1・第3火曜日、年末年始、臨時休館

※臨時休館…プラネタリウム番組入れ替え時および展示機器保守点検のため

【個人】

大人

小中学生

4歳以上

4歳未満

無料

無料

無料

プラネタリウム入場料

600円

300円

300円

入館料

400円

200円

定期入館券

800円

400円

※ 毎週土曜日は、小・中・高校生の入館料が無料
※ 障害者手帳をお持ちの方、及びお付添いの方1名（車いすご利用の場合は2名）は、

手帳のご提示により入館料が無料
※ プラネタリウムのみのご利用の場合も、入館料が必要
※ プラネタリウムは4歳未満のお子さまでも、座席を利用される場合は有料
※ 定期入館券は発行日から6か月間有効
※ 定期入館券をお持ちでもプラネタリウムは別料金

【団体】

大人

小中学生

4歳以上

4歳未満

無料 240円

無料

360円 540円

160円 240円

入館料 プラネタリウム入場料

※ 詳細は「団体利用の手引き」を配布
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基本方針1

「ピンチをチャンスに」 科学館は生まれ変わります

公共施設である役割の理解と取組1

◼ 横浜市の計画・施策への貢献
本施設は地域の施設であり、子ども・青少年をコアターゲットとした施設と捉えています。
運営にあたっては貴市の計画・施策を十分に理解し、それらに基づいた取組を実施します。

• 全ての子ども・青少年の健全育成に向けて、体験活動の機会や居場所の提供を充実させます

• ひきこもり等の困難を抱える若者の自立に向けて、早期発見・早期支援の取組を推進するとともに、本人の状
態に応じた段階的支援を行います

• 子どもたちの健やかな成長を守り、貧困の連鎖を防ぐため、子どもの貧困対策を推進します

• 将来の自立に向けた基盤づくりや地域における居場所づくりを推進するとともに、児童養護施設等退所後児
童やひとり親家庭など、特に困難を抱えやすい子どもたちへの支援を強化し、自立に向けて支えます

• 子どもたちの放課後の安心・安全な居場所を確保するとともに、その質の維持・向上を進めます

• 全ての子ども・青少年が、社会との関わりの中で健やかに成長できるよう、体験活動の機会や居場所の提供
の充実を図るとともに、その成長を見守り、支えるため、地域における環境づくりを進めます

◼ 設置目的の実現
昨今、新しい生活様式にITやオンラインが活用され、身近な科学の存在を強く実感できます。
加速度的に変容する社会において、科学館での体験、学び、科学的なものの見方の習得はこ
れまで以上に豊かな生活の実現に直結するものと考えます。これからも設置目的とその時々
の社会状況を照らし合わせ、必要とされる科学館の役割、目標とする施設像等の変化に柔軟
に対応した活動を継続します。

横浜市中期4か年計画2018～2021

戦略５▶ 政策29▶ 子ども・若者を社会全体で育むまち

横浜市子ども・子育て支援事業計画

施策分野１▶ 基本施策２▶ 学齢期から青年期までの子ども・青少年の育成施策の推進

科学に関する資料及び装置の展示などを行うことにより、青少年の科学に関する知識の啓発を図り、もって創造
性豊かな青少年の育成に寄与するため、横浜こども科学館を横浜市磯子区に設置する。

横浜こども科学館条例

（設置） 第1条

◼ こども青少年局運営方針の実現
「横浜市子ども・子育て支援事業計画第3章１目指すべき姿」にも掲げられており、横浜市
こども青少年局運営方針基本目標の達成にも寄与する取組を強化します。

未来を創る子ども・青少年の一人ひとりが、自分の良さや可能性を発揮し、豊かで幸せな生き方を切り拓く力、と
もに温かい社会をつくり出していく力を育むことができるまち「よこはま」の実現

横浜市子ども・子育て支援事業計画

第3章▶ １目指すべき姿

横浜市こども青少年局運営方針

令和3年度基本目標

変化への柔軟な対応2

目まぐるしく変容する社会情勢において、関係法令や関連計画の変更や追加などが発生する可
能性も高まっています。
常に最新の情報を取り入れるようアンテナを高く張り、柔軟に対応します。
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思惑通りに進まない事態が多い中で「ピンチをチャ
ンス」と捉え、改めて目前の状況を整理しなおしま
した。
必要に迫られて導入したIT、オンライン機能は、扱
い方に慣れるにつれ、時間と場所を超越することが
できる強力なツールと考え直しました。
館内の活性化はもちろん、出張科学館などのアウト
リーチ活動で活動の幅を広げてきましたが、まだま
だ活動領域を広げられる可能性に気づきました。
「みつける」「つなぐ」「あつまる」の基本的な運
営方針はそのままに、従前とは異なる手法を試し続
け成功の種を模索し続けます。
失敗を恐れずに新たな取り組みにチャレンジしてい
き、トライアル＆エラー＆トライアルをスタッフが
実践します。様々な場所や手法で科学の営みを地域
に満たし、横浜市の隅々まで科学を楽しむ心を

ひろげるよう貢献します。

第4期は「ひろげる」を追加3

運営を通じて、子ども・青少年が、驚きや新たな発見などを経験すると共に、科学に関する様々な知識に触れることで、
自らの興味・関心を広げ、創造性や自己選択力などを養なうこと

横浜こども科学館 基本方針

◼ 途絶えることのない営みが科学を「ひろげる」
私どもは、2011年に本施設の指定管理者として上記を基本方針に掲げ、「みつける」「つ
なぐ」「あつまる」の3点を旗頭に事業を展開してきました。
しかし、2020年2月末の新型コロナウイルスの感染拡大により状況は一変しました。たくさ
んの人で賑わう地域の施設、より多くの子どもたちが科学を実体験できる施設という私ども
が目指していた施設像も同時に崩れてしまったのです。社会の大きな変容は、大人でさえ戸
惑い悩むばかりで、子どもたちにとってその影響は測り知れない強制力を持っています。
子どもたちや横浜市民の皆さんの科学に触れる機会を喪失させまいと2020年度、2021年度
と、私どもは手法や考え方を柔軟に変化させ対応してきました。2022年度以降も続くであ
ろうこの状況の中で、これまでの動きをより活性化させ、時代に合った科学館を目指して新
たな運営方針を策定しました。

みつける
科学・技術の多様な体験を通して芽生える「知りたい心（好奇心）」

「挑みたい心（冒険心）」「創りたい心（匠の心）」を“みつける”

あつまる
科学・技術を触媒として横浜市の地域の力、学校の力、家庭の力、

企業・団体の力など、あらゆる街づくりの力が“あつまる”

つなぐ
科学・技術との関りにより抱く不思議を架け橋とした

ネットワークを創りあげ、ひとびとを“つなぐ”

ひろげる
途絶えることのない科学の営みがあらゆる手法で地域に満たされ

新しい地域の姿、ひとびとの豊かな生活を“ひろげる”

第４期 横浜こども科学館 運営方針

科学館が起点となり横浜市の隅々まで
双方向の科学コミュニケーションを

ひろげる
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第３期実績4

◼ 利用者数の増加
現指定管理者期間である第3期は、第2期に

比較して入館者数113.3％の増加（H27

比H30実績）を達成しました。利用者目標
数も、H29より計画以上の実績を残すこと
ができ（R1はコロナ禍により減少）

104.6％（H30）を達成しています。

科学体験の普及・振興、地域の賑わい創出
には利用者数を大きな目安として取組み、
結果を残すことができました。

H24～R1 入館者数実績

第2期実績 第3期計画第3期実績

◼ 利用者数増加の要因
第3期は様々な取組によって入館者数増加に貢献しました。

講座・教室開催数1
スタッフに限らず、ボランティアの皆様の協力も
仰ぎ、教室・講座の開催数が飛躍的に増加

開催数

参加者数

修繕、展示更新など2
利用者満足度向上のため、館内環境の整備
と快適な空間提供を事業者負担で実行

40件以上 総額94,500千円以上実施

専門スタッフの充実化3
科学の分野において多様な専門性を持つ人
員を育成、採用

広報の強化4
魅力的で実りのある事業を広範囲に告知、宣
伝することで来館動機を醸成

25万人

30万人

20万人

35万人

188.2%増加（H27比H30）

153.7%増加（H27比H30）

物化生地の専門家

学術顧問を3名配置

博士号を持つなど専門家の

解説員を3名増員

科学館の知見が増加

利用者満足度の向上
に貢献

35万

65万

H25 R1

HPPV数
情報発信量と1件あたりの
リリース配信先件数を増や
すことで媒体の掲載実績
増加とHPの閲覧数増加

横浜市内の全小学校への
チラシ配布で入館者数

123.1％増加、その後
は配布エリアの拡大

4F展示フロア改修工事

B1休憩室、1Fインフォメーション、２F和室改修工事

宇宙劇場階段改修工事

宇宙劇場照明LED化

水銀灯LED化工事　3F

HP（洋光台サイエンスクラブ）

LED (B2～5F）蛍光灯

赤道儀式架台・天体望遠鏡の設備更新

館内トイレ洋式化　女子7　男子小14

地下駐車場蛍光灯LED化工事

4Fテセレーション常設展示コーナー新設

光のハープ躯体修理及び再設置工事

B2展示物　AR砂場設置

HP（洋光台サイエンスクラブ）

HP（公式サイト）

H28

R1

H29

H30

期　日 項　目
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まだまだ本施設と私どもは共に成長

第4期の提案ポイント5

第2期から第3期にかけて、地域と施設の振興に手間や労力を惜しまずに努めてきました。
これまでの10年間の指定管理者運営期間を経ても、まだまだ本施設と私どもは共に成長して
いけると信じています。撒き続けた未来への種を第4期で花咲かせ、さらに豊富な科学体験
を横浜市の隅々までひろげ続けます。

第４期運営理念1

▶▶詳細はP.7

みつける
つなぐ
あつまる
ひろげる

第４期の運営理念は第３期の３点に
「ひろげる」を付け加え、横浜市の隅々まで科
学体験を満たします。

新体制による業務効率化3

▶▶詳細はP.18

第４期はコングレと東急コミュニティーの新体制
を構築。
互いを知り尽くした2社が強力なタッグを組成し

業務の効率化・サービスの充実化を
お約束。

組織変更2

▶▶詳細はP.10

新たに「事業ディレクター」「展示・インターネット
ディレクター」の２ポストを増設。科学領域、IT
分野と展示物の確かな知識と高いスキルを持っ
た専門家を配置、組織階層を深めることで

組織力と業務全体の質を向上させ

ます。

事業ディレクター 展示・インターネット
ディレクター

科学事業再構築4

▶▶詳細はP.39

「事業」と科学を展開する「場」を、既存と新規
に分類して整理。目的を明確に活動を強化し、

科学体験の浸透と新展開を積極的に推進。

新規「事業」 既存「場」

既存「事業」 既存「場」

既存「事業」 新規「場」

新規「場」新規「事業」

オンラインの活用6

▶▶詳細はP.60

急激に拡大し、私たちのコミュニケーションの形
を変えたオンラインやIT化。時空を超えることが
できる強力なツールとして、科学体験の普及・
振興を飛躍的に進展。

オンラインプラネタリウム
オンライン講演会

オンライン教室

オンライン見学会

新規事業で本施設を活性化5

▶▶詳細はP.59

自主事業の活性化、活動の幅の拡大などを目
指し、ポータルサイトの設立を検討。来館動機
の刺激と収益を生み出す仕組みづくり。
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◼ 適材適所の新体制と体制図
組織を抜本的に改革する新たな取り組みを開始します。高水準で応用力のある専門知識や技
術を習得しているリーダークラスのスタッフを中核に据え、各自が能力をより自由に発揮で
きる適材適所の配置を実現します。個性を伸ばす新体制に移行することで、従来の施設に利
用者をお迎えする運営スタイルに加えて、昨今の世情によりニーズの高まったオンラインに
よるサービス提供にもフレキシブルに対応できるスペシャリスト集団の形成を目指します。

事業及び運営体制１

科学館運営のスペシャリスト集団を目指します

職員の配置１

広報スタッフ

1名

科学コミュニケーター

6名

インタープリター

10名

テクニカルスタッフ

1名

庶務・経理スタッフ

1名

アルバイトスタッフ

1名

運営スタッフ

1名

アルバイトスタッフ

4名

広報ディレクター

1名

事業ディレクター

1名

事業ディレクター

1名

展示・インターネット
ディレクター

1名

運営ディレクター

1名

運営課長

1名

事業課長

1名

施設管理課長

1名

庶務・経理課長
【兼】副館長

【再委託】

設備管理
警備
清掃

副館長
(管理運営責任者)

1名

学術顧問

3名

館長

1名

科学ボランティア
ネットワーク

約80名

横浜こども科学館

横浜市こども青少年局青少年育成課

旧体制
職員合計49名

新体制

職員計47名

Point １

Point 2

新規ポストの増設

ディレクター

階層を深め

組織力向上

指定管理者 本社

協力

地元協力企業

協力

大学・研究機関

協力
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◼ 人員配置計画表
学芸員資格、博士及び修士などの保有資格者を含めた人員を配置します。また貴市市民２８
名を雇用しており、地域に愛着を持った貴重な人材となるよう教育に注力していきます。

No. 役職
雇用形態

勤務日数
月平均 担当業務 保有資格

常勤 非常勤

1 館長 ● 2 館長業務 JAXA名誉教授 工学博士

2 学術顧問 ● 10 科学館の事業に関するアドバス等 山形大学名誉教授 理学博士

3 学術顧問 ● 10 科学館の事業に関するアドバス等 元横浜市小学校理科研究会会長

4 学術顧問 ● 10 科学館の事業に関するアドバス等 元横浜市小学校教育研究会会長

5 副館長 ● 20 科学館の運営全体に関する責任者

6 事業課長 ● 20 事業部門の管理運営 工学修士

7 運営課長 ● 20 運営部門の管理運営

8 施設管理課長 ● 20 施設部門の管理運営 第2種電気工事士

9 事業ディレクター ● 20 事業部門の管理運営補佐 学芸員資格

10 事業ディレクター ● 20 事業部門の管理運営補佐

11 広報ディレクター ● 20 広報部門の管理運営補佐

12 運営ディレクター ● 20 運営部門の管理運営補佐

13 展示インターネットディレクター ● 20 施設・展示物、OA機器保守管理等

14 科学コミュニケーター（天文） ● 20 プラネタリウム業務の推進・運営 学芸員資格

15 科学コミュニケーター（天文） ● 20 プラネタリウム業務の推進・運営

16 科学コミュニケーター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 理学博士

17 科学コミュニケーター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 生命科学博士

18 科学コミュニケーター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等

19 科学コミュニケーター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等

20 インタープリター（天文） ● 20 プラネタリウム業務の運営

21 インタープリター（天文） ● 20 プラネタリウム業務の運営

22 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 工学修士

23 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 教育学修士

24 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 生命科学修士

25 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 学芸員資格

26 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 学芸員資格

27 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等 学芸員資格

28 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等

29 インタープリター ● 20 企画・教室・解説、地域連携、ボランティア業務等

30 広報スタッフ ● 20 広報業務

31 テクニカルスタッフ ● 20 展示メンテナンス

32 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等 学芸員資格

33 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等 学芸員資格

34 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

35 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

36 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

37 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

38 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

39 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

40 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

41 運営スタッフ ● 20 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

42 経理・庶務スタッフ ● 20 経理・庶務業務

43 アルバイトスタッフ（長期） ● 10 経理・庶務業務

44 アルバイトスタッフ（長期） ● 10 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

45 アルバイトスタッフ（長期） ● 10 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

46 アルバイトスタッフ（長期） ● 10 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等

47 アルバイトスタッフ（長期） ● 10 受付、接遇、団体予約、緊急対応、カフェ、ショップ等
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１
科学仲間をひろげる

科学の専門知識が
豊富なスタッフを採用
して仲間を増やします

４
オンライン体制強化
専門技術者を配置し
リアルとネット双方の
ニーズにお応えします

３
幹部候補の育成
ディレクター職を増員
新設することで、人格
育成にも取り組みます

５
接客サービスの底上
学びの機会を増やして
展示フロアの解説を
さらに充実させます

２
常勤スタッフ増加

優良人材を積極的に
常勤スタッフに登用します

専門性を高める新設ポスト２

◼ インターネット専門ポストを新設
オンラインで科学に関する教室や講演会を定期的に開催するため、新たに展示・インター
ネットディレクター職を設置します。ウェブシステムやオンライン配信の技術を有する専門
スタッフを配置したうえで、科学知識が豊富なスタッフとの協力体制を築くことによって、
ネットテクノロジーと科学を融合させた新しいサービスを実現していきます。

◼ 経験豊富なスタッフをディレクター職に昇格
業務を牽引する事業課長の下に、ディレクター職を増員及び新設します。知識や技術の習得
に優れ、かつ人望の厚いスタッフを任命することで、組織全体の力を向上させるだけでなく、
後輩スタッフのOJTによる研修・育成を日常的に行う環境を整えます。

組織力を向上させる ５つの指針

科学館運営のスペシャリスト集団を実現します

最終年度には常勤
スタッフ42名体制に

1

５４

３２

横浜こども科学館 館長紹介

宇宙教育の父 的川 泰宣

・宇宙航空研究開発機構（JAXA）名誉教授

・日本学術会議連携会員国際宇宙教育会議日本代表

・東京大学大学院博士課程修了

・東京大学宇宙航空研究所、宇宙科学研究所教授

・鹿児島宇宙空間観測所長・対外協力室長

・JAXA執行役 ・現横浜こども科学館館長 ・工学博士

ミューロケットの改良、数々の科学衛星の誕生に活躍し、1980年代には

ハレー彗星探査計画に中心的なメンバーとして尽力。

2005年には、JAXA宇宙教育センターを先導して設立、初代センター長となる。

日本の宇宙活動の「語り部」であり、「宇宙教育の父」とも呼ばれる。

◼ 科学館運営ポジションの役割
本施設の運営を円滑に進めるため、リーダースタッフに対して明確な役割を与えるとともに、
館長を含めた全体コミュニケーションを大切にして、組織力の強化を図っていきます。
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・教室補助
・企画提案 など

・交通費補助
・材料購入 など

リーダースタッフの顔ぶれ

コミュニケーションを大切にしてお互いを高め合います

事業課長 ★工学修士
・科学事業に関わるスタッフの管理責任者
・科学イベントの総合プロデューサー

事業ディレクター ★学芸員資格
・事業スタッフOJT研修担当者
・科学イベント企画及び運営担当者

展示・インターネットディレクター
★情報処理技術者資格/ITパスポート
・展示物の総合管理担当者
・オンライン及びインターネット業務担当者

広報ディレクター
・広報活動全般に関する運営担当者
・本施設のホームページ運営担当者

施設管理課長
・維持管理全般に関する統括責任者
・施設清掃及び警備の監督責任者

運営課長
・受付接遇に関わるスタッフの管理責任者
・カフェ及びショップの総合マネージャー

◼ ボランティアスタッフとの協業
本施設では、豊かな科学知見を持つシニア世代にボランティアとして活躍の場を提供してお
り、子どもたちに学びや創作の楽しさをわかりやすく伝える役割をお願いしています。
科学ボランティア会は生涯学習の一環としても機能しており、豊富な経験を活かした地域貢
献活動に従事する会員は年々増加しており、現在約80名を数えます。

学術顧問 ★理学博士
・体験講座や科学教室のアドバイザー
・専門知識を用いたスタッフ教育役

管理運営責任者（副館長）
・豊富な施設運営経験を有する責任者
・事業、運営、庶務、維持管理を統括

運営ディレクター★TOEIC975点
・受付接遇及び団体対応の運営担当者
・外国人接客及び解説担当者

読み聞かせ

施設内の図書室で
工作と一体になった
読み聞かせ体験を

定期的に開催

工作ひろば

ボランティア会が開発
した工作キットを購入
して、その場で質問し

ながら作り上げる

教室開発

天体望遠鏡作り、プ
ログラミングなど多岐
にわたる教室の企
画・実演を担当

ふりこのカーテン

オリジナルの展示物
「振り子のカーテン」
を実験を交えた解説
付きでパフォーマンス

科学
ボランティア会

横浜こども
科学館

事業ディレクター
・新規事業・企画担当者

ボランティア会の活動紹介

毎月定例会を開催して活動内容について協議します
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維持管理体制３

◼ 具体的な実施体制
・構成企業みなとビル運営部の経験豊富な技術者が、施設管理課長として常駐します。
・施設管理課長の下に、建築物・設備保守管理業務(維持管理業務責任者が兼務）、

保安警備業務、清掃・環境衛生管理業務の各責任者を配置し、確実に業務を実施します。
・構成企業のみなとビル運営部及び本社部門が、技術支援、品質管理、業務監査の各機能を

通じてサポートし、業務品質の向上を図ります。
・副館長との始終業時ミーティング、各業務責任者が出席する業務連絡会議、業務スタッフ

同士の始業ミーティングなどを通じ、意思疎通と情報共有を図ります。

業務支援

設備運転監視
保守点検業務

その他
保守点検業務

清掃業務
環境衛生
管理業務

保安警備業務

・設備運転監視
・設備保守点検

・水槽清掃
・ネズミ害虫駆除
・水質検査
・空気環境測定

・電気設備
・昇降機
・消防設備
・外構、植栽

・日常点検
・定期清掃
・廃棄物
分別処理

・常駐警備
・駐車場(ｺｲﾝ式)
管理

・案内業務
・夜間機械警備

メンテナンス グループ クリーン グループ セキュリティ グループ

構成企業 本部部門
・みなとビル運営部（事務サポート）
・人材開発課（人材育成、教育）
・品質管理課（インスペクションの実施）

管理運営責任者（副館長）

館長

業務責任者
業務責任者

（施設管理課長兼務）

施設管理課長

業務責任者

常勤 常勤 常勤

常勤

維持管理体制図

連携

指導
サポート

◼ 維持管理体制の考え方
本施設の設置目的を達成するには、障害の有無や年齢に問わず、すべての利用者の方が安
全・安心・快適に施設を利用できることが重要です。そのために、行政施設の管理実績が
豊富な構成企業が維持管理業務を一元的に管理し、指揮命令系統を明確化することで、迅
速な対応を行います。

◼ 設備スタッフの教育体制
構成企業では、独自の教育制度を整えています。 問題解決力やロジカルコミュニケーショ
ン等の事務的スキルの他、「テクニカルコース」という技術コースも設定されております。
構成企業が配置する設備スタッフは、段階に応じたカリキュラムに沿った研修を受講し、設
備管理に関する適切な知識を身に付けます。

■有資格者の配置
施設管理課長はビル設備管理経験があり、設備機器に知悉した構成企業社員を配置します。

【施設管理課長イメージ】

【取得資格・免許等】
・第2種電気工事士 他

【経歴書】
・ビル設備管理経験複数年
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職員の確保２

◼ 科学を地域にひろげる採用方針
科学への探求心をひろげる活動をより強固にするため、本施設と一緒に成長できる意欲のあ
るスタッフを積極的に採用します。また採用後の実務において、科学知識のみならず、おも
てなしの心や団結力、地域への貢献など様々な社会経験を積むことができ、人間性が醸成さ
れる職場となるよう、新人スタッフを全員で後押ししていきます。

◼ 時代にマッチしたルール作成
「やりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活な
どにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じた多様な生き方が選択でき
る」というワークライフバランスが重要視されています。本施設においても、時代にマッチ
した柔軟性のあるルールを作成し、特に女性の活躍を後押しする職場環境を形成します。

スタッフ採用の基本方針１

女性の活躍を後押し
平成26年以降、歴代の内閣において「すべての女性が輝く社会づくり本部」が設置され、「様々な状況に
置かれた女性が、自らの希望を実現して輝くこと」を社会の活性化につなげる提言が行われています。
本施設においても、その趣旨を理解し「育児休業」の積極的な取得を推進するなど取り組みを行います。

より良い職場環境の醸成
同じ業務を担当するメンバー同士で意見交換を行う定期的なミーティングを開催し、課題に対する共通
認識を持ち、様々なアイディアを出し合うことで問題解決を目指します。こうした意見の出しやすい雰囲気
を作ることによって、スタッフ定着率が向上し、チーム全体の団結力にもつながっていきます。

代表団体であるコングレの実例

本施設のスタッフに求める資質

科学をひろげる仲間を大切にしていきます

おもてなしの心
子どもやご家族の目線になって
サービス向上を心掛ける

地域貢献の意識
地元地域への愛着心が、利用者と
自身の気持ちを一つにする

公平・平等の精神
公共施設であることを理解し、公平・平等
の理念に基づいた判断や行動ができる

施設の設置目的の理解
青少年の創造性を育むための
学習機会などを提供する使命感を持つ

チームプレイの重要性
仲間の力があってこそ、個人の力が
発揮できることを実践の中で学ぶ

専門知識の習得
保有資格やこれまでの経験値を活かして
新たな専門知識の習得に努める

コングレの活動が認められ、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣より次世代認定
マーク「くるみん（愛称）」2011・13年認定事業主に認定されました。女性従業員が多
数働くコングレでは、今後もその活動に積極的に参加していく予定です。

【 くるみん（愛称）】

15



職員の育成３

スタッフ育成の基本方針1

創意工夫を凝らした研修プログラム２

◼ マルチタスク体制
本施設は開館以来多くの利用者に支えられ、今日まで運営を続けています。感謝の気持ちを
新しく加わった仲間とも共有するため、利用者の視点に立って館内全てのアテンダント業務
（受付・案内、展示解説、ミュージアムショップ、カフェ）を体験する新人研修を取り入れ
ています。この研修が繁忙期のマルチタスク体制の確立につながっています。

◼ 成長の場を提供
本施設において職務に当たるスタッフは、日々の業務の中で多種多様な情報を収集しスキル
アップしていく姿勢が求められます。意欲のあるスタッフの成長を後押しするために、様々
なカリキュラムを用意し学びの場を提供することで、向上心を持って長期的に勤務できる環
境を整えます。

◼ スタッフロイヤリティの向上
スタッフに対する研修の基本は、本施設及び自身の業務について「よく知る・理解する」こ
とです。豊富な運営経験によって磨きをかけた研修プログラムを効果的に実施し、正しい知
識を蓄積することが、仕事への愛着や誇りにつながりロイヤリティが向上していきます。

地域密着型の採用２

◼ ホームページを活用した求人活動
本施設は貴市の大切な資産であることを理解し、人材育成を通じて地域社会に貢献する努力
を惜しみません。地域への愛着を持って働くことがスタッフ定着率の向上や利用者への温か
いサービス提供につながっていくと考え、本施設の存在を認知している地元人材の確保に積
極的に取り組みます。また、必要に応じて公式ホームページに求人を掲載するなど既存ネッ
トワークを利活用した効率の良い採用活動を行っていきます。

スタッフ全員が参加して毎年
実施している

「情報セキュリティ研修」の様子

基本研修

研修名 対象者 実施期間

基本接遇研修 全スタッフ 入社時及び随時

展示物研修 全スタッフ、ボランティア 入社時及び随時

個人情報保護研修 全スタッフ 入社時、年1回

環境マネジメント研修 全スタッフ 入社時、年1回

フォローアップ研修

研修名 対象者 実施期間

接遇フォローアップ研修 全スタッフ 随時

クレーム対応研修 全スタッフ 随時

科学知識習得のための研修 全スタッフ、ボランティア 随時

プレゼンテーション研修 全スタッフ 随時

プログラミング研修 全スタッフ 随時

情報セキュリティ研修 全スタッフ 随時

事故防止・事故対応研修 全スタッフ 随時

災害緊急時危機管理行動研修 全スタッフ 随時

リーダー＆マネジメント研修 リーダー職 随時
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◼ 外部研修会への積極的な参加
科学館運営のスペシャリスト集団を構築するにあたり、外部研修の内容を見直し、リーダー
職の育成を強化する内容を充実させます。最新知識や未知の情報を習得することでスタッフ
の能力と意欲を最大限に引き出し、リーダーとしての資質を伸ばす手助けを行っていきます。

＊日頃の科学事業の取り組みを
全国大会で発表することで、活動
内容の振り返りとプレゼン技術の
向上に努めています。

＊障害者差別に関する研修を
取り入れ、公共福祉施設の役
割について再考します。

NEW ③

＊女性管理職を推奨しているこ
とから、ワークライフバランス研修
で生き方ややりがいを学びます。

◼ 施設間スタッフ相互研修
本施設と、私どもが管理運営を行っている他の科学館との間で、スタッフの相互交流研修を
検討します。各科学館の特色によって得ることができる情報の交換や、新しい解説の手法、
ワークショップのノウハウなどを共有することで、本人のスキルアップに留まらず本施設の
運営力の底上げにも貢献します。

外部研修（実績）

研修名 対象者 実施期間

科学館博物館グローアップ研修交流会 インタープリター 随時

全国科学博物館協議会 研修 インタープリター 随時

全国科学博物館協議会 発表会 インタープリター 随時

全国科学館連携協議会 研修 インタープリター 随時

全国科学館連携協議会 発表会 インタープリター 随時

広報スキルアップ研修 リーダー職 随時

外部研修（今後の計画）

研修名 対象者 実施期間

障害者差別解消法対応研修 リーダー職 随時

ワークライフバランス研修 リーダー職 随時

自治体における個人情報保護研修 リーダー職 随時

パワーハラスメント対策研修 リーダー職 随時

事業課長 海外研修 2019

ドイツ研修で学んだ言語を超えた表現手法

NEW ②

NEW ①

●フューチャリウム（10月20日）

ベルリンの中心部にある
最先端の科学技術がテーマ
の科学館 2019年開館

ICチップの入った腕時計型
のタグが入口で配布されるな
ど、最先端のサービスを体験

●ドイツ連邦軍歴史博物館（10月18日）

ドレスデンにある戦争と科学
技術に関する博物館

科学技術の発展の歴史を
学ぶ常設展示を見学、
子ども向けのワークショップ
も合わせて視察

●ドイツ博物館（10月16日～17日）

ミュンヘンにある技術・科学
の国立科学館

歴史ある運用実績に基づき
開発された、知育玩具、
ワークショップ、実験教室、
常設展示などを視察

●ベルリン自然史博物館（10月20日）

ベルリンにある自然をテーマ
にした博物館

ブラキオサウルスの化石や
始祖鳥の標本を視察、
展示物とARやタッチセンサ-
を組み合わせ手法を勉強
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維持管理の考え方１

◼ 過去10年間の実績を踏まえ、老朽化に負けない魅力的な施設つくり
維持管理においては、「業務を実施するだけの業務委託型維持管理から、自ら考える戦
略的維持管理」をテーマに掲げて、この5年間業務を行って参りました。次の指定管理期
間においては、これまで培ってきた管理ノウハウを基に、新たに下記５点を維持管理の
重点ポイントとして設定し、実施してまいります。

予防保全の実施による長寿命化の実現

・経験豊富な施設管理課長を中心に、計画的に予防保全を実施します。
・これまでの管理実績を基に、重要度・緊急度の２つの軸から修繕を判断し、優先すべきものから
効率よく修繕を行います。

機械化による人手不足のリスク回避

・駐車場を機械式へ変更し、駐車場管理業務を効率化します。
・清掃ロボット×清掃員の効果的な組み合わせにより、清掃業務を最適化します。

特別予算による修繕・更新の実施

・駐車場の機械化、カフェスペースへの食洗器の設置、照明のLED化等を初年度に行います。
・次年度以降も継続的に修繕・更新を検討し、計画的に実施します。

・環境負荷低減の取り組みにより、貴市の「SDGｓ未来都市計画」で示される温室効果ガスの
削減およびごみの総量削減の達成に寄与します。

・利用状況分析ときめ細かい運転計画・制御により、光熱水使用量を削減します。

「SDGｓ未来都市計画」の達成

利用者目線に立った維持管理の実施

・子どもの利用が多いという施設特性を十分理解し、安全性に配慮した維持管理を行います。
・夏季の繁忙期には特別清掃を検討し、常に利用者目線に立った維持管理を行います。

維持管理業務の重点ポイント1

過去10年間の実績に基づく安全・安心な施設つくり
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◼ 業務のポイント
・予防保全の考え方を基本とし、建築物・設備機器を常に良好な状態に保つために運転監視、日常点
検、定期点検を実施します。

・設備機器の省エネチューニング設定による、省エネルギー運転を行います。
・危険個所、不具合箇所の早期発見と迅速な初期対応を行います。軽微な不具合の場合は、速やか
に交換、補修等の措置を講じます。大規模・複雑な不具合の場合は、詳細調査を実施し、状況報告
を行います。

◼ 設備管理スタッフの配置
・施設管理課長は、日常・定期点検(異音、振動、汚れなど)の結果に基づき、不具合の内容および
想定される影響を判断し、不具合の具体内容を取り纏めます。

・施設管理課長は、運営スタッフと連携する事で、運営情報を基に点検計画を変更をしたり、施設利用
に影響を及ぼさない範囲内で効率化や経済性に配慮した新たな管理提案を行います。

本施設は、1984年5月5日の開館から約40年近く子どもから大人まで、多くの方より愛され続けてきた施
設であると認識しています。一方で、老朽化は進行しており、長寿命化を図ることが指定管理
者の重要な使命であると捉えます。これからも変わらず歴史を刻めるように「安心安全」で「最先端の館

内設備」を備えた科学館を目指します。

各業務のポイントと実施内容２

建築物・設備保守管理業務1

業務名 回数
実 施 月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

運転監視、日常点検業務 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動ドア保守点検 2回/年 ○ ○

防火シャッター保守点検 2回/年 ○ ○

外構保守点検 2回/年 ○ ○

エレベーター保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受変電設備保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

直流電源設備保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自家発電設備保守点検 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気時計設備保守点検 2回/年 ○ ○

消防用設備保守点検（総合） 1回/年 ○

消防用設備保守点検（機器） 1回/年 ○

空調機保守点検 2回/年 ○ ○

全熱交換機保守点検 2回/年 ○ ○

FCU保守点検 2回/年 ○ ○

ポンプ類保守点検 1回/年 ○

ろ過装置保守点検 1回/年 ○

ファン類保守点検 1回/年 ○

◼ 年間業務計画の策定
・構成企業では、貴市で６つの指定管理施設を管理させていただいています。法令改正情報、事故や自
然災害情報などの情報を横展開することで適切な維持管理業務を遂行します。

・構成企業では、経営状況やコンプライアンスへの取り組み、業務品質等について、高い基準をクリアする
企業にのみ再委託を行っております。本施設においても、当社の審査基準を満たし、安定的かつ高い品
質で業務を履行できる企業へ業務の再委託を行います。

設備スタッフ 8:30 - 17:30

要員 勤務時間
19 20 2111 12 13 14 15 166 7 8 9 10

30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 30 0 30 0

17 18

0 30 0 300 30 0 30

休

憩

休

憩

【年間業務計画(案)】
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◼ 業務のポイント
・「警備業法」など関係法令や監督官庁の指示を順守し、防犯、防災、防火に万全を期し、利用者が
安心して利用できる環境を実現します。

・日中は立哨や巡回を行う有人警備、夜間はセンサー類と通信設備による機械警備で、24時間・365
日、本施設の利用者や施設の安全を確保します。

・火災、盗難等の事故発生時は、関係機関に通報するとともに、非常事態に適合した迅速かつ的確な
緊急措置を講じます。

・駐車場管理を機械化し、効率化及びコストマネジメントを図ります。

◼ 設備管理スタッフの配置
・日中は立哨や巡回を行う有人警備を配置します。
・団体個人問わず多くの子どもを迎える施設として安全管理はもちろん、本施設を訪れる全ての方々に
対して丁寧な対応ができるよう教育をします。

・繁忙期には、運営スタッフと協力し館内利用状況など共有し、臨機応変な警備業務を行います。

保安警備業務２

警備員 8:00 - 17:00
休

憩

休

憩

0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 30

20 2114 15 16 17 18 198 9 10 11 12 13
要員 勤務時間

6 7

◼ 【新提案】駐車場管理の機械化
・現在有人管理している駐車場を無人化し、機械による管理へ変更します。
・機械の導入により、人件費が削減されるのはもとより、管理室に無人になり運営光熱費なども削減さ
れます。また、駐車場代金の受領による金銭管理リスクや、接触による感染症リスクも回避できます。

・働き手が減り、最低賃金が上がる傾向にある昨今、積極的に機械化を導入し、当該リスクに備えま
す。

◼ 事前の備えと発生時の迅速な対応
・災害の被害や事故発生においては、マニュアル作成や訓練の実施に加えて、日頃からポイントとなる事
項の確認を習慣付ける事により、些細な異変を事前に察知して、被害を最小化する事が出来ます。

①火災発生時の事前対策 ～消防機器の確認～
火災等が発生した際には、施設防火管理責任者の指示の下、警備スタッフによる迅速な対応が重
要です。消防訓練とは別個に「消火器・消火栓の設置位置はどこか」「消火機器はどのように取扱う
か」「避難経路はどうなっているか」等火災時の行動を定期的に確認します。

②事前の備え ～傷病者救護対応の確認～
傷病人に対して迅速・的確・安全に対応するために施設を守る警備スタッフに「119番通報」や「心
肺蘇生法」等の教育を施し、人命の救助に努めます。また、AEDの位置を定期的に確認します。

臨機応変な対応

ホスピタリティ
徹底した施設巡回と

機械警備(24h365日)目標：事件事故・クレーム０件の達成

【現在の駐車場】 【機械化した駐車場(イメージ)】

～ 運用方法 ～

①入場時に駐車券を発券
②施設受付で代金を支払い

駐車券と専用コインと交換
③専用コインを投入し出場
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◼ 業務のポイント
・「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」などの関係法令を順守し、施設としての美観や環境
衛生の確保及び利用者の安全確保に努めます。

・定期的に自主点検評価（インスペクション）を行い、重点作業箇所を明確化し、問題点については、
スタッフの技術研修を行い日常業務へ点検を組み込みます。

・清掃資材や消耗品等のグリーン購入の推進、廃棄物の発生抑制や適切な分別を行い、環境負荷低減
に貢献します。

◼ 清掃業務スタッフの配置
・子どもの利用が多い本施設では、飲料水をこぼしたり、体調不良による吐しゃ物などが予想されます。
・繁忙期には、運営スタッフと利用状況や、清掃重点箇所を確認し、臨機応変な清掃業務を行います。

清掃業務３

清掃責任者 8:00 - 17:00

清掃員 8:00 - 17:00

清掃員 8:00 - 10:00

清掃員 8:00 - 10:00

休

憩

休

憩

休

憩

休

憩

0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 300 30 0 30 0 30 0 30 0

17 18 19 20 2111 12 13 14 15 166 7 8 9 10

30
要員 勤務時間

◼ 年間業務計画(案)

◼ 【新提案】清掃業務の一部機械化
・本施設では清掃ロボットによる清掃業務の効率化を図るべく、清掃検証を行ってきました。
・検証結果から、非常に効果的であり、今後も有人清掃と併せて実施します。なお、これまでのロボットによる
清掃軌道はデータとして蓄積してあり、行き届いていない部屋の隅などは清掃員によって清掃をします。

業務名 回数
実 施 月

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日常清掃 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

定期清掃

床面清掃 12回/年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ガラス清掃 2回/年 ○ ○

照明器具清掃 2回/年 ○ ○

カーペット清掃 2回/年 ○ ○

ブラインド清掃 2回/年 ○ ○

カーテン清掃 2回/年 ○ ○

夏季特別清掃 1回/年 ○

廃棄物処理 毎日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

レンタルマット交換 2回/月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

清掃ロボットの効果

A

検証により障害物や持続性の課題を発見しました
が、解決策を既に立てており効率的な面清掃の実
施が可能であると考えます。細かなホコリや髪の毛
などを吸引し、美観の維持も期待できます。

【集積したゴミ】 【清掃軌道データ例】

※5階、緑塗りつぶし箇所は軌道範囲

・検証期間：2021年6月21日～7月15日
・検証機種：iRobot ルンバ i7+
(本運用の際には iRobot ルンバ S9+ を導入予定)

・検証台数：13台
・清掃開始時間：閉館後17：30～

【 iRobot ルンバ S9+】
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当施設は2024年に築40年を控え、まさしく大規模修繕が必要になってくる築年数となります。実施すべき
多くの修繕項目がある中で、代表団体は5年間で主に下記の修繕・更新を行ってきました。
私どもは次期以降においても、これまでの管理実績から把握した当施設の老朽状況、施設・設備の特性
を踏まえ、実施すべき修繕を重要度・緊急度の２つの軸から判断し、優先すべきものから効率よく修繕
を実施します。
また、従来も実施して参りましたが、小修繕においては極力構成企業の設備スタッフが実施する事で、費
用削減をはかりながら、利用者にご不便をかけないスピード感のある対応を行います。

◼ 修繕業務の考え方

年度
指定管理者の予算で実施した

主な更新・修繕工事
効果

平成28年度

・監視カメラ、モニター設置 防犯面の機能向上

・宇宙劇場階段改修工事 美化向上、安全性向上

・空調ポンプ更改工事 劣化対応

平成29年度 ・館内照明LED化工事 省エネ効果、光熱水費削減

平成30年度
・館内トイレ洋式化 利便性向上

・蛍光灯LED化 省エネ効果、光熱水費削減

◼ 建物の長寿命化をはかる管理の実施

小破修繕工事予算とは別に、初年度（2022年度）に特別修繕の予算を計上し、利用者の利便性を
向上させる環境整備を実施します。具体的には、駐車場の機械化、カフェスペースへ食洗器の設置、照
明のLED化等を計画しております。費用対効果や優先順位を検証し、計画を具体化した上で実施いた
します。

【指定管理期間に指定管理者にて実施した更新・修繕工事（一部抜粋）】

◼ 次期以降の修繕計画

①
日
々
の
日
常
点
検

②
定
期
点
検

③
年
１
回
の
総
点
検

緊
急
性
の
高
い
事
象

→

貴
市
へ
報
告

点
検
結
果
の
集
約

②
貴
市
へ
修
繕
提
案

①
簡
易
修
繕
計
画
立
案

分
析

情
報
集
約

結
果
を
集
約

実
施

施設の長寿命化

【取り組みフロー】

設備スタッフによる日常点検および専門業者による定期点検により施設の状況を適切に把握し、最適な
修繕計画を立案することにより、施設の長寿命化を実現します。

【機械式へ変更予定の駐車場】 【キッチン（カフェ）】 【3階蛍光灯（LED化予定）】

修繕業務３
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◼ 環境配慮の考え方

◼ 光熱水費削減の取り組み実績

・照明のLED化や環境負荷低減が実現できる設備の更新検討等の取組を通して、貴市の
「SDGｓ未来都市計画」の達成に寄与します。
・環境負荷低減への取り組みを施設管理業務へ反映することで、光熱水使用量および廃棄物
量等の削減に努めます。

・BEMSを有効に活用し、照明や空調の制御により最適なエネルギー管理を行うことで、
CO₂排出量の削減を行います。

・今期は照明のLED化等の効果により、前期と比較して10％以上電気使用量を削減いたし
ました。

・水道使用量もトイレの改修等の効果により約10％削減いたしました。
・次期以降も水銀灯（6灯）および蛍光灯（91灯）のLED化を順次実施し、電気使用量の削

減に取り組みます。

ファシリティマネジメント

エコ活動の推進

環境負荷低減活動

維持管理業務への反映

◼ 省エネへの取り組み

設備スタッフを中心に、下記のような取り組みを通して、日頃から省エネを意識した管理
を行います。

2期目 3期目

電気使用量（Kwh）

2期目 3期目

水道使用量（㎡）

10%
DOWN

10%
DOWN

環境配慮への取り組み４

【間引き点灯】

使用が少なく、点灯しない場合
にも運営に支障がない電灯の
間引き点灯を行うことで、節電
に効果的です。

【営業時間外の部分消灯】

利用者がおらず、スタッフのみが
配置されている時間帯において
は可能な限り消灯を行い、節
電を行います。

【フィルターのこまめな点検】

空調機フィルターの目詰まりによ
る動力負荷を低減させるため、
日常的に確認可能な空調機
フィルターの点検を行います。

◼ BEMSの活用

本施設に設置されているBEMSを活用した運転監視にて、正確に把握したエネルギー使用
量や施設の運営状況をもとに、熱源機器などのチューニング(運用改善)を行うことで、
CO₂排出量の削減を図ります。ESCO事業者との引継ぎを計画的にしっかりと行うことで、
ESCO設備に関する業務を円滑に行います。
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日頃からの備え・確認

・防犯カメラを各階に設置し事務所・警備室などで館内状況を常時モニタリング

・日常的な点検作業により事故が発生しやすい「チェックポイントリスト」の確認を習慣づける

・各部署のスタッフが日常的に声かけや挨拶を行うことで「だれが」「いつ」「どこにいる」か把握

緊急時の初動対応

・状況を確認したスタッフが各部門の責任者へ速やかに報告し必要な対処を施す

・管理運営責任者は状況を把握し直ちに貴市に報告しその後の指示を仰ぐ

スタッフ全員で共有

・各部署のスタッフがトランシーバーを着用し館内の些細な異変もリアルタイムで共有

・スタッフ全員による定期的なマニュアルの読み合わせを実施し内容の反復学習を実施

・緊急事態を想定した訓練を実施し施設内の警戒重点箇所をスタッフ全員で共有

ポイント１

平常時から予防保全に配慮し万全の態勢を構築

事故防止体制１

事前準備による予防対策1

事故防止・事故対応マニュアル

子どもを守るスタッフの役割

◼ 事故マニュアル整備
日頃からの運営経験より導き出した本施設の特徴や利用者の行動予測を踏まえ、事件や事故
を想定した対策マニュアルを整備することで、事前準備による予防対策に万全を期していま
す。また研修や勉強会を開催し、PDCAサイクルに基づいた類似事例や発生事例の分析を
行って、随時内容のブラッシュアップと改善を行います。

◼ 平常時からの備え
事件や事故などが発生した場合、本施設で職務にあたるスタッフ全員が利用者の安全確保を
最優先とした行動が求められます。平常時から緊急時の対処方法について情報共有を徹底す
ることで、抑止策を学習するとともに発生した被害の拡大防止に努めます。

ポイント２

ポイント３

PLAN様々なリスクに配慮する体制作り
危険チェックポイントの策定

PLAN

スタッフ・ボランティアで連携協力
定期巡回の実施

「ヒヤリハット」「危険物・不審物」
発見した事例を共有、安全確保

CHECK

リスク管理マニュアルに反映
巡回ポイントに追加

ACTION

PDCAサイクルを運用して

事故の未然防止を継続

DO

●事故の発生防止のための取組み

・安全な施設環境の確認

・スタッフへの事前研修

・緊急時の対応体制の確認

・設備の安全確保に関するリスト作成

●事故の再発防止のための取り組み

・事故発生の検証

・再発防止策の協議と策定

・スタッフへの周知徹底

・必要に応じて保護者とも共有
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防犯巡回 ①

防犯巡回を日常業務に組み込みます

施設のあらゆる箇所を目視して事故を防ぎます

日常点検は子どもの目線で実施します

実務経験に基づき効率よく点検箇所を確認します

日常業務における予防保全２

◼ 防犯巡回と日常点検
たくさんの子どもが利用する本施設では、常に子どもの目線に立って予防策を講じる必要が
あります。防犯を意識した各フロアの巡回や、展示物の細かな点検作業を日常業務の中に組
み込むことによって、利用者へのサービス業務と予防保全を平行して実施していきます。

スタッフが各フロアの
目立つ場所に立って
抑止力になります

定期的にスタッフが
館内を巡回して安全
確認を行います

防犯巡回 ②

日常点検 ① 日常点検 ②

展示物の手すりの
強度を毎日確認して
安全を担保します

子どもが怪我すること
のないよう塗装の剥
がれやささくれを確認

子どもが安心して来館できる施設を目指して

●氷のうを用意 ●救急箱の設置

子どもが館内で打撲したときなど、
すぐに患部を冷せるよう氷のうを
用意しています

各フロアに設置して救急箱は毎週不足分
を補充し、必要時に素早く活用します

展示物のアクリル
ケースの固定箇所を
点検作業で確認

落下などの危険性を
発見した際はすぐに
修理対応します

万が一に備えて
不審者の侵入がない
か毎日確認します

警備担当者はフロア
スタッフの目が届かな
い死角エリアも巡回
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緊急時対応２

◼ 緊急時連絡体制の確立
緊急事態が発生した際に、敏速かつ統率のある行動をとるために、連絡フローと役割分担を
明確にした緊急時連絡体制を確立します。近隣の警察、消防、病院、交通機関などの関係機
関への緊急要請及び連絡手法について整備し、スタッフに周知徹底することで、いつ何時で
も必要各所への情報共有を可能にします。

横
浜
市
こ
ど
も
青
少
年
局
青
少
年
育
成
課

磯子警察署
磯子消防署

横浜市保健所
近隣病院
交通機関

報道機関

近隣施設

施設利用者
コングレ

東急コミュニテイー

●現場確認●状況把握
●避難誘導●対応処置
●二次災害防止

横浜こども
科学館

協力

連携

情報

提供

連絡

応援

連絡

報告

連絡

監督

指示

保護

要請

安全

確保

副館長
（管理運営責任者）

＊防火管理者

各部署 スタッフ

救出救護班

避難誘導班

状況連絡班

対応班

◼ 建物・設備機器の対応
利用者及びスタッフの安全確保を第一とし、その後に破損箇所を速やかに確認します。停電
した場合は、早急に電源の復旧と各設備の状況把握に努めます。エレベーターは安全が確保
されるまで停止します。

◼ 緊急体制図

関係各所に情報提供し協力を要請します

緊急用組織としてスタッフを4つの班に分けます

貴市に速やかに報告し指示を仰ぎます

利用者の安全確保を最優先にします
緊急時対応の

4ステップ

１

２

３

４

◼ 環境衛生の対応
水道やトイレなどの手洗い環境、給排水及び飲料水の確保に努めます。また、今後も感染症
に対する懸念が続くと考えられるため、三密を避けるための動線確保、アルコール消毒液の
備蓄と配布、咳エチケットの周知といった感染症予防の基本対策を確実に実行していきます。
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地域の一員として公共施設の役割を遂行

地域に密着した科学館１

防災に対する事前準備２

◼ 地域連携の重要性
私どもは長年にわたる公の施設の運営経験より、利用者の安心安全を最優先事項とすること
や地域社会との助け合いの重要性を十分に理解しています。本施設は、横浜市防災計画等に
位置づけられていませんが、危機発生時は迅速に地域と連携を組み、人命救済や利用者及び
市民の安全確保をいかなる場合も最優先事項とします。地域に密着した施設運営とは、設置
目的である科学の普及啓発のみならず、市民より求められたあらゆる役割を全うすることで
あると考えます。

自分・家族

地域
コミュニテイー

警察・消防
公の施設

公助共助

自助

科学館の役割

災害への備え

周囲の人々と協力して
助け合います

公的機関が救助や援助
を行います

貴市に報告・相談のうえ
臨時休館対応

災害緊急時・危機管理行動マニュアル

助け合いの精神を第一に行動します

◼ 危機マニュアル整備
利用者の安全確認と関係各所への情報伝達フローを想定した緊急時マニュアルを整備し、本
施設の立地特性や館内レイアウトを熟知したうえで、危機発生時の行動手順を反復学習しま
す。また、他のマニュアルと同様にPDCAサイクルに基づいた分析による内容のブラッシュ
アップと改善を随時行います。

●災害発生直後の行動手順

・必要情報の収集

・施設周辺の点検確認

・安全な場所への避難

・家族などへ状況報告

●施設における行動手順

・利用者の安全確認と誘導

・スタッフの招集と情報伝達

・施設の休業判断

・他の施設との情報共有と相互補助

◼ 臨時休館対応
危機発生時は、管理運営責任者が現場把握を行ったのち、敏速に貴市へ状況報告を行い、相
談及び協議のうえ臨時休館対応を行います。必要に応じて本施設を臨時避難場所とするだけ
でなく、可能な限りスタッフ全員で市民の支援活動に参加し地域を守る活動に従事します。

公の施設としての防災対策１
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◼ 防災訓練の実施
法令及び規則に定められた防災訓練を毎年実施し、施設を運営する義務と責務を果たします。
緊急事態の発生時において冷静かつ的確に行動するため、より実践的で緊張感のある訓練を
今後も継続していきます。

実践的な防災訓練を継続実施

利用者役と誘導役に分かれたロールプレイ研修

スタッフ全員が参加する防災訓練の冒頭に

マニュアルの確認読み合わせを行います

階段が多い本施設の特徴を考慮し、各階
段に番号を振って誘導に役立てます

毎年消火器の操作訓練を行い、有事の際
はスタッフの誰でも対応が可能です

AEDを使用した一次救命処置を行うことで
多くの命が救われています

＊実際の場面を想定して、その中で自分の役割を演じ疑似体験することでスキルアップにつなげます
＊訓練後には必ず振り返りを行い、活発な意見交換を基にマニュアルの修正を行います

AED訓練が活かされた現場事例

施設賠償責任保険２

◼ 保険加入による対応
事故防止の取り組みを補完し如何なる事態にも備えるため、引き続き施設賠償責任保険に加
入し、当該保険からの保険金により損害賠償責任に対応します。

施設内で活動中のボランティアスタッフが突然倒
れて心肺停止状態になりました。
すぐにスタッフが駆け付け、心臓マッサージとAED
による電気ショックを実施。倒れたボランティアス
タッフは一命を取り留め、約一年後に以前同様
の活動に復帰することができました。

全体マニュアル確認

消火器操作研修 AED（心肺蘇生）

非常口確認

＊施設管理者賠償責任保険（指定管理者特約条例附帯） ＊イベント保険（事業参加保険）
・対人賠償1名につき1億円以上 ＊ボランティア保険
・対物賠償1事故につき1億円以上 ＊個人情報漏洩賠償保険

保険内容
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利用者ニーズの把握と分析を行い施設運営に反映

利用者ニーズの把握１

◼ 対応フローの確立
利用者や地域住民から要望や苦情をいただいた際は、真摯かつ敏速に対応することを基本と
し、あらかじめ対応フローを明確にすることで再発防止や改善に活かせる体制を構築します。
また、必要に応じて貴市へ速やかに報告するとともに、スタッフ間での情報共有を進めて、
運営マニュアルなどの見直しを早急に行い教育改善につなげていきます。

◼ ご意見の受付方法
私どもは利用者の声を幅広く集め、一つひとつのご意見に耳を傾け、必要が生じた際は施策
を講じることで、利用者に提供できる様々なサービスがより信頼性の高い内容に改善され、
科学への探求心をひろげる活動に邁進できると考えています。ご本人から口頭、アンケート
（用紙に記入／タブレット入力）、電話、FAXにて、要望や苦情を含めた貴重なご意見を募
ります。

◼ 毎年度のモニタリング報告
公の施設をお預かりしている私どもが、関係法令や条例、業務の基準、事業計画書に基づき、
適正かつ確実に業務が履行されているかを自ら厳正に判断し、取りまとめた事業報告書を貴
市に提出しています。本施設の設置目的の達成を追求しているか、利用者に対するサービス
の質が向上しているかなどを顧みることで、運営改善の施策を検討していきます。

要望や苦情の対応1

モニタリングの実施２

苦情・要望 人的個別対応
組織的対応

対策検討 改善内容伝達 見直し・教育

要望・苦情
発生 ス

タ
ッ
フ

副
館
長
・
各
課
長

関係部署
による

対策会議

貴市へ報告 館内掲示･ホーム
ページ等での公開

可能な限りご本人
へフィードバック

マニュアル
見直し
再教育

・ご本人から口頭
・アンケート（紙/タブレット)
・電話/FAX

①すぐに対応
②検討して対応
③対応不要 の判断･指示

・対応指示
・検討、改善提案指示
・必要に応じて貴市へ相談

市
民
・
利
用
者

横浜こども科学館

CTC
共同事業体

横
浜
市

選
定
評
価
委
員
会

苦情・要望など

アンケート
ヒアリング

運営に反映
フィードバック

・事業計画書 提出
・事業報告書 提出
・苦情要望など取りまとめ
・セルフモニタリング
特記事項 報告

・提出書類の承認
・業務履行確認
・評価／指導

対応フロー
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改善プランの実施２

ホームページ改善

◼ ご意見に対する対応
利用者より要望や苦情があった際は、フローに基づいて対応を協議し、必要に応じて早急に
施策を講じます。また、可能な限りご本人にフィードバックを行ったうえで改めてスタッフ
の再教育や情報の共有化を行い、利用者の立場を考慮した運営になるよう努めていきます。

利用者の声を基にしたサービス改善

誰もが利用しやすい科学館を目標にしています

トイレの改修

キャッシュレス対応

●イベント情報がわかりづらい
検索機能がある「イベントカレンダー」
をトップページに設置

●プラネタリウムの残席を知りたい
リアルタイムで更新される「イベント空き
情報」ページをスタッフが開発

●現金以外で支払いたい
以前から要望の多かったキャッシュ
レス決済を2021年7月より導入

●どこで当日チケットが買えるの？
左：チケット購入場所のスタンド設置
右：荷物による場所取りをやめてほしい

館内サイン

●トイレが汚い、洋式が少ない
夏休みの繁忙期に行った利用者アンケートで要望が多かった
トイレ改善について、2016年と2018年に改修工事を実施
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【大スライム展の様子】

科学工作教室では満足度アンケートの
他、やってみたい工作についても参加者
からアンケートを取っています。その中で
度々あがる「スライムをたくさん作れる企
画」を実際に開催したところ、たくさんの
利用者が集まり大ヒット企画になりました。

団体向け教室 当日受付教室

駐車場の番号札工作キット販売

展示物の配置変更列分けチェーンの色

●チェーンが見えにくい
プラネタリウム前の列分チェーンが見え
にくい青色から黄色に変更

●順番待ちに気付かない子どもがいる
順番待ちの列に気が付かない子どもがいる
との改善要望があり、配置変更で対応

●駐車場のルールは守られてる？
駐車場の利用状況調査を実施、番号札で確
認したところ、96％が本施設の利用者であった

●工作キットはいつでも買えるの？
夏休みイベント時のみ販売していたが、
反響が多いためショップにて常設販売に

●当日参加できる教室を増やして
当日チケットが売り切れる教室が多いため、
別途、定員のない当日受付教室を開催

●学校団体向けに教室開催できる？
プログラミング教室を学校からの要望に
応じて、団体向け教室にアレンジして開催

アンケートを大切にします
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◼ 個人情報保護マニュアル整備
本施設は、子どもが多数参加する教室を定期的に開催したり、施設に紐づく会員管理を行う
など、個人情報をお預かりする機会が非常に多くあります。こうした施設の特徴を理解した
うえで、個人の権利及び利益を保護することを目的とした個人情報保護マニュアルを整備し、
個人情報を適正に取り扱う環境を整えます。

個人情報の重要性を理解し安全な取り扱いを遵守

個人情報保護の取り組み１

◼ 個人情報保護の遵守
本施設では、利用者に関する個人情報のみならず、関係団体または本施設に勤務するスタッ
フや再委託先に関する個人情報など、取り扱いに細心の注意を払うべき多数の情報を管理し
ています。私どもは、お預かりしている情報の重要性を理解したうえで管理を徹底するため
のマニュアルを作成し、スタッフ全員に研修及び情報共有を行うことで、個人情報保護の取
り組みを徹底していきます。横浜市個人情報の保護に関する条例（平成17年2月横浜市条例
第６号）の規定を遵守し、適切な管理運営を行うことをお約束します。

個人情報保護マニュアル

横浜市個人情報の保護に関する条例の規程を遵守します

●管理体制の策定

・個人情報保護管理者の選定

・個人情報取扱責任者の選定

・監査責任者の選定

・個人情報保護担当窓口の設置

●運用体制の策定

・個人情報の取扱いの原則

・個人情報の取得について

・個人情報の管理について

・開示などの請求の対応

◼ 責任者の選定
本施設における個人情報の取扱いに関して、総括的な責任を有する個人情報保護管理者を設
置し、副館長（管理運営責任者）が任命されることとします。個人情報保護管理者は、本施
設における個人情報管理に関する全ての職責と権限を保有することになり、個人情報管理の
体制構築及び改善を行います。

◼ 研修の実施
個人情報保護管理者に任命された管理運営責任者と、個人情報取扱責任者の責務を担うべき
各部門長は、貴市が実施する個人情報保護に関する研修などに積極的に参加し、個人情報の
管理体制と運用体制について責任を持って習得します。また、適切な知識を基にスタッフ全
員に対して研修を実施することにより、正しい運用体制を継続していきます。

個人情報保護の基本方針1

代表団体であるコングレが取得している認証

情報セキュリティマネジメントシステム

ISMS認証（ISO27001）認証

を取得、スタッフの質と組織力を高めます

実績

代表団体である株式会社コングレは、情報マネジメントに関する認証取得企業です

情報管理について本施設と一体となった施策を講じることで、適切な管理運用体制を実現します

JIS Q 15001 個人情報保護マネジメント

システムに適合したプライバシーマーク認証

を取得、利用者の安全を確実に守ります
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◼ 個人情報保護方針の制定
本施設における個人情報保護方針を制定し、遵守するとともに本施設ホームページにその内
容を公開します。方針の中で個人情報の利用目的を明確にし、当該目的を達成するために必
要な範囲内で利用するものとします。

情報公開への取り組み２

◼ 保有する個人データの開示
本施設において保有する個人データについて、
開示、訂正及び利用停止などの請求があった
場合は、貴市が示す「指定管理者の保有する
保有個人データの開示等の請求に関する標準
規程」に基づき、適切かつ誠実に応じるもの
とします。また、情報公開の手続きを統一化
するため規程集を整備し、個人情報保護マ
ニュアルと合わせて管理と運用を行います。

個人情報保護の行動計画２

◼ 情報公開の実施
指定管理者として本施設の管理業務を遂行
するにあたり、横浜市の保有する情報の公
開に関する条例（平成12年２月横浜市条例
第１号）の規程に準じて、情報公開に関し
て適切な対応を行います。そのために、貴
市が示す「指定管理者の情報の公開に関す
る標準規程」に基づき情報公開に関する規
程集を整備することで適切な対応を実現し
ます。

「指定管理者の保有する保有個人データの開示等
の請求に関する標準規程」に準拠して整備・作成

・本人開示請求の手続きについて

・訂正などの請求について

・利用停止等請求について

・異議の申出、手数料について

保有する保有個人データの開示等の

請求に関する規程

情報公開規程

「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に
準拠して整備・作成、積極的に情報公開に努める

・管理運営に関する文書などの原則開示について

・開示の実施方法について

・運用状況の貴市への報告について

・異議の申出、手数料について

連携

対応

個人情報保護管理者

個人情報取扱責任者

監査責任者 個人情報保護担当窓口

外部委託など

施設利用者

監督

指示

監督
監督

指示

指示

対応

人的安全管理 物理的安全管理

１）個人情報保護に関する、個人個人の意識を高める。 １）個人情報は施錠可能な場所へ保管し、社外へ持ち出す際は

２）職員の雇用または個人情報の委託を伴う委託契約時には 所定の手続きを行う。

守秘義務契約を締結する。 ２）シュレッダー・溶解処理によって不要になった文書を破棄する。

３）全スタッフに対して、年1回以上、個人情報保護に関する ３）個人情報の机上への放置、壁への掲示を禁止する。

教育・訓練を実施する。 ４）個人情報の盗難等を防止するため、入退室管理記録を行う。

４）業務上知り得た情報を他に漏らしたり、自己の利益のために

利用したり、不当な目的に使用しないこと。（退職後も同様）

技術的安全管理 組織的安全管理

１）添付ファイルをメール送信する時は、パスワードを設定する。 １）安全管理について、スタッフの責任と権限を明確にし、安全管理

２）メール受信の際は、プレビューウィンドゥ機能を必ず解除する。 に関する規程や手順書を整備し運用を行う。

３）携帯電話・電子記録媒体にはパスワードを設定する。 ２）個人情報保護管理者を選任する。

４）FAX送信時は、番号の入力後、送信番号を逆から符号させて ３）安全管理だけでなく、個人情報漏洩等の事故が起きた際の

確認し、送信後は届いているか電話確認する。 対処方法を明文化する。

個人情報保護の体制構築

個人情報の安全管理規準

相談
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環境問題への取り組み1

◼ ヨコハマ３Ｒ夢プランへの協業
環境負荷を抑えながら経済的にも発展し、市民生活の質を向上させるまちづくりの取り組み
を推進するとして、貴市がSDGs未来都市に選定されました。私どもは、貴市の重要施策の
一つである、ゴミのリデュースを核として環境管理計画や地球温暖化対策実行計画を実行す
る取り組みである「ヨコハマ３Ｒ夢プラン」に積極的に関与することで、「環境」「経済」
「社会」の三側⾯から現状改善に関する取り組みを進めて、環境問題及び持続可能な社会の
実現と発展に貢献していきます。

環境問題と人権尊重１

横浜市重要施策に積極的に取り組み地域活性化に貢献

男女共同参画推進について２

◼ 男女共同参画社会への貢献
「男性も女性も一人ひとりが持っている個性や能力を十分に発揮できる豊かな社会の実現を
目指す」という男女共同参画推進の理念に共感し、私どもは、本施設の運営にあたり多くの
女性に門戸を開いた採用方針を掲げています。現在女性スタッフの比率は約7割を占め、管
理職への登用も多数実現しております。個人の能力を最大限発揮できる風通しの良い職場環
境の提供に今後も邁進していきます。

Reduce Reuse Recycle

ヨコハマ３Ｒ夢プラン

発生抑制 再使用 再生利用

ゴミそのものを減らします 何回も繰り返し使います 分別して資源化します

●取り組み計画
館内カフェにおいて、食器洗浄機
を導入し、使い捨て容器を廃止
することで排出ゴミを削減します

●取り組み計画
館内カフェの使い捨て容器を、繰
り返し使える陶器の食器類に入
れ替えて、長期的に利活用します

●取り組み計画
館内で排出される事業ゴミについ
て、14種類に分別して出すことで
資源化に協力します

代表団体であるコングレが参画している事業
実績

代表団体である株式会社コングレは、指定管理者として運営に参画している“ウェスタ川越”
で男女共同参画推進のための講座開催を担当し、理念や背景を十分に理解しております。
男性も女性もあらゆる分野で活躍できる環境作りについて、本施設をバックアップしていきます。

代表団体であるコングレが取得している認証
実績

代表団体である株式会社コングレは、環境マネジメントシステムの認証取得企業です

環境マネジメントシステムの国際規格 ISO14001の認証を取得、

環境保護と事業発展を両立させた“環境経営”に努めます

・自己啓発講座
・就労支援講座

・子育て・介護支援講座
・心と体の健康講座

男女共同参画推進
開催講座
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◼ ともに生きる社会をお手伝い
私どもは「横浜市人権施策基本指針」に示された「一人ひとりの市民が互いに人権を尊重し
あい、ともに生きる社会」を実現するという目標設定に協調し、公の施設の管理運営に相応
しい努力を今後とも継続していきます。
障害のある人が施設などにおいて適切なサービスを拒否されたりするなどの人権問題が発生
する事例があるため、全ての人が障害の有無によって分け隔てられることなく相互に尊重し
ながら共生できる社会の実現を目指すことが非常に大切です。本施設では、人権尊重の中で
も特に車いすで来館される利用者に対して適切なサービスを提供できるよう細心の注意を
払っており、プラネタリウムに入場される際は、見晴らしのいい席にて鑑賞できる鑑賞でき
る専用スペースを設ける改修工事を済ませて、星空の観察などを居心地よく楽しんでもらう
取り組みを行っています。

市中小企業振興基本条例２

人権尊重について３

プラネタリウムの特等席にご案内します

◼ 市内中小企業への優先発注
貴市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とした「横浜市中小企業振興基本
条例」に基づき、本施設における修繕などの発注に際し、市内中小企業への優先発注に取り
組んでおります。平成28年からの5年間に、展示フロアの改修工事、トイレの改修工事、照
明のLED化、プラネタリウムの機器更新及びホームページの改修など多数の修繕関連の発注
を行った際、70％以上の割合で市内業者への発注を行っており、貴市経済への貢献に積極的
に取り組んできました。引き続き、施設運営と地域経済の相互関係について努力を継続して
いく考えです。

0
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30

40

50

H28 H29 H30 R1 R2 合計

修繕などの発注実績（H28～R2）

発注件数総数 市内発注件数

72.1％

43
件

31
件

主な市内の実施業者 修繕箇所

㈱マスカット 展示フロア改修工事など

㈱三沢電機 館内トイレ洋式化工事など

㈱明光社 LED化工事など

㈲大平技研 プラネタリウム投影機更新など

㈱メディアライン ホームページ改修など
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●昇降機を用意 ●スタッフがお手伝い

車いすの利用者が入場する際は
スタッフが丁寧にお手伝いします

●見晴らしの良い席でご鑑賞

長時間に渡って星空を見上げるには
見晴らしの良い席にご案内



体験 ＋ 情動 ＋ 知識 ⇒ 経験

基本的な考え方1

元々、科学はエネルギーを生み出すために「発明」されたものではなく、はじめは人間が生
きていくために必死に工夫を重ね、やがてそこから生じた自然や生き物への純然たる好奇心
が、その自然や生き物との対話を限りなく繰り返しながら、世代から世代へ受け継ぎながら
作り出してきたものです。その科学・技術は、これまでに世界の各地で発達してきた人類の
豊かな文明を根底から支え、実に素晴らしく贅沢で便利な毎日を実現しています。
私どもが横浜こども科学館の運営を開始した直前の2011年3月の東日本大震災、そして
2020年2月に発生し今もなお続くコロナ禍の大混乱において、時には懐疑的に捉えられつつ
もやはり拠り所として人々を導いたのが科学の力であると確信しています。これから先も私
たちの身の回りの科学はその存在感を増す一方であり、生活の中に深く根差していくと推察
しています。

将来を担う子どもたちがたくましく多難な時代に挑戦していくために最も大切なことは、生
身の現実をしっかり見ることです。社会で展開している事柄の一つひとつを真正⾯から真剣
に見つけることです。これまでの先輩たちが作り上げてきた理論の枠組みや法則・公式など
の知識の断片を教えるのではなく、空や山や海や川の生きた姿を、直接、自分の身体と五官
で感じ、体験することから学びは出発するのです。そこから、子どもたちは、机上の「勉
強」では得ることのできないダイナミックで変化に満ちた魅惑的な経験と知恵を得ることが
できます。そしてそこからしか、科学・技術の本当の意味と魅力を感じることはできないと
考えます。

本施設の展示や体験講座には、現代の科学・技術を支えている基本的な原理や考え方が、多
⾯的に身につくよう工夫が凝らされています。自然や生き物に接した体験を落ち着いて考え、
頭脳で確認し、定着させるチャンス、それは私どもが提供できる大切な事柄です。
また、それだけに留まらず、観て聴いて楽しんだことが、翻って生身の自然や生き物に触れ
るための動機になり得ます。見聞きし体験したことを出発点として、大きな自然、生身の生
き物、広い社会に飛び出していくための会話が、家庭・学校・地域で日常的に展開されるこ
とを願っています。
そうして強められていく絆が地域で次々に発生し、それぞれが自然とコミュニケーションを
図りネットワークを形成し、地域力が高まることを目指します。科学体験の普及・振興がそ
の助力となるよう、科学を楽しむ心をひろげる事業を展開していきます。

実体験を出発点に人材育成と地域振興1

五官で感じる体験を出発点に自らの興味・関心を広げ、創造性や自己選択力などを養なう

自然、家庭、社会といった科学館を取り巻く環境全体が科学体験の普及・振興の舞台

五官で感じる体験自然
自然や生き物

科学館
展示や体験講座

自然と接して芽生えた
「不思議」を考え、確認、定着

科学体験で芽生えた
自然に触れる「動機」

自然 社会

家庭
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子どもや青少年が生活する中で、自分なりに考え自分なりにやってみようとすることは、主
体的に生きていく力の基礎を養ううえで重要な役割を果たします。自ら行動することで想像
力を発揮したり、先の見通しを立てたり、期待や目的をもってその行動を発展させていきま

す。実際に行動して五官で感じる体験に自発性を持たせ、体験を通じて感じる情動、得た

知識が経験として、子どもたちの心身に定着する機会を豊富に創出します。
科学が持つ不思議の力は、子どもたちが豊かで幸せな生き方を切り拓く力を得るきっかけと
して、まさにうってつけと考えます。科学館の常設展示、企画展、体験講座や館外のアウト
リーチ活動、昨今の状況を反映させた新しい試みなど、可能な限りの準備と展開に挑戦し、
地域の一員である公の施設として、地域全体で子ども・青少年の育成に貢献します。

科学に触れる機会の創出2

提供するのは知識ではなく、経験
Motion + Emotion + Knowledge = Experience

体験 情動 知識 経験

現在、旧来の4マス媒体（テレビ、新聞、雑誌、ラジオ）の存在感が薄れつつあり、その一
方でインターネットやSNSが非常に大きな影響力を持つ時代になっています。新しいメディ
アが発達したことで、今までにない自由な発想、周りに影響を受けない個人の感性や考えに
基づいた情報発信が各所から展開されるようになってきました。パソコンやスマートフォン、
タブレットを介して日常的に様々な情報と接触していますが、それらのデジタルデバイス利
用の低年齢化が顕著に進行しています。
誰もが容易に膨大な量の情報に触れることができる現状において、虚偽の情報から真実の情
報まですべてを真正⾯から受け入れるのではなく、情報の真偽を見極めるリテラシーが必要
になってきます。特に加速度的に発展を続ける科学の情報は、その内容も高度化・複雑化し
ており、発信者は正しく伝える・受信者は正しく理解することが困難な状況でもあります。
公の施設である本施設から発信する情報は常に利用者目線を意識し、正しい・興味を惹かれ
る・理解しやすい・生活の役に立つ・学びになる、などに十分に注意を払った展示解説や体
験講座で発信します。同時にGIGAスクール構想が前進している中で、タブレットの使用方
法や情報の習得について、子どもの成長に役立つツール活用を科学館ならではの観点で貢献
できるような事業を検討・実行します。

適切な情報を適度に提供3

五官で感じる体験を出発点に、体験＋情動＋知識＝経験として子ども自身に科学体験が定着
るよう、正しい情報の発信と状況に応じた事業内容の変更を基本的な考え方として科学館の
運営に当たります。容易なことではなく、困難を伴う運営であると想定しています。それゆ
え、数多くの挑戦と失敗を繰り返すことになるかもしれませんが、本施設のこれまでの運営
経験、他科学館の運営ノウハウを駆使して必ず成功に導きます。
子どもたちが失敗を恐れて行動することをためらってしまう場⾯は何度も目にしてきました。
しかし、科学において失敗は当然のことであり、トライアル＆エラーの積み重ねの上に成立
しています。私どもは、自らが何度も失敗しながらも挑戦し続ける姿を隠しません。試行錯
誤を繰り返しながら成功にたどり着く横浜こども科学館の姿を見せて、諦めずに挑戦する心
を養います。

トライアル＆エラー＆トライアル＆サクセス4

不思議を体験 科学を楽しむ 「なんで？」が「そうか！」に 経験が定着、新たな挑戦
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意思決定のスピード化と柔軟な発想力で活動の幅を拡大

具体的な取り組み方針2

学ぶ環境の整備1

「安全・安心」の中で科学に没頭できる環境を整えます。
この「安全・安心」は快適な施設空間、子どもの身体の保護だけに留まるものではありませ
ん。子どもたちが発しようとする間違っているかもしれない発言に、真剣に言葉に耳を傾け
るスタッフの存在や、隣り合って一緒に科学体験を楽しむ同世代の子どもたちの存在は、心
の「安心・安全」を守るものと考えます。
また、オンライン通信など不慣れな環境で科学を体験する機会の増加に伴い、把握しきれな
いシステムや使用方法が不透明な機器の取り扱いなど、リスクを感じる方々も増えています。
専門のスタッフを配置し、不安を取り除く明確な説明を心がけます。
私どもは、子どもや利用者の心身の「安心・安全」を確実に担保し、周囲を気にせずに科学
に向き合う時間をご用意します。

ハードの環境整備
• 清掃の行き届いた展示物
• 理解しやすい解説文
• 展示物の入れ替えなどの見直し

子ども視点の意識
• 子どもにも理解できる言葉遣い
• 意見を否定せず共に考える姿勢
• 子どもならではの疑問などをデータ化、共有、更新

科学体験の助力
• 「体験したい」意思を尊重し自発性を育成
• 学び合いの場、協力し合う場を意図的に設定
• 教えるのではなく導くアドバイス

専門スタッフの配置
• 科学的な言葉や考え方を簡易に解説
• 学術顧問が物化生地の知識を網羅
• 最新機器、システムなどの詳細を把握、説明

事業案の速やかな意思決定2

これまでは、継続的な品質管理や業務改善を可能にするPDCAサイクルを取り入れた管理運
営を推進してきました。あらかじめ目標や行動方針を定め、計画を立案しそれに沿って実行、
評価を行うことで運営に役立てています。一方で、ひとつの段階を経て次のステップへ進む
PDCAサイクルの改善活動は時間がかかってしまうというデメリットの一⾯も持ち合わせて
いました。また、分析する対象は過去の実績であるため、全く新しいアイディアが生まれづ
らい課題もありました。コロナ禍において社会や本施設を取り巻く環境の変化は著しく激し
く、時間をかけて段階的に改善活動を実施していたのでは本施設が取り残されてしまう懸念
を感じています。
今後は、既存のPDCAサイクルの改善活動にOODAループの意思決定プロセスを組み合わせ、
実情に合わせた最適な判断を取り入れることを検討します。

Observe

Orient

Decide

Act

01 Observe 観察
利用者や館内状況を

よく観察する

04  Act 行動
実際に行動

02 Orient 状況判断
観察結果に基づき

状況判断、方向付け

03 Decide 意思決定
具体的な方針、行動
プランの策定

OODAの導入により、意思決定のスピード化と柔軟な発想力を実現

01

02

03

04

38



各種事業の見直し3

◼ 活動の見直しと再構築
本施設は1984年の開業以来、多くの方々の活動に支えられて存在感を増してきました。今
では老舗の科学館として、これまでの様々な取り組みが他地域の科学館の参考になるまでに
成長し続けてきました。繰り返しながら研鑽してきた事業、その時々の社会情勢に合わせて
挑戦してきた企画展、学校教育の変化に合わせて教材や話す言葉を変えてきた体験講座など、
歴史の上に積み上げてきた多くの財産を持っています。
私どもは、その財産をただ使うのではなく、子どもたちがより楽しく科学を体験して理解で
きるよう小さな手直しから大きなテコ入れなどで磨いてきました。
開館40年を迎える次期指定管理期間において、またコロナ禍の劇的な学校や社会情勢の変容
が留まることを知らない実状において、今一度科学体験の普及・振興活動を見直しを図りま
す。

既存 新規

既
存

新
規

科学体験の普及・振興「事業」

科
学
体
験
の
普
及
・
振
興
の
「
場
」

①さらなる浸透

既存「事業」
×

既存「場」

②新事業の開発

新規「事業」
×

既存「場」

③新しい展開先

既存「事業」
×

新規「場」

④多角化

新規「事業」
×

新規「場」

右図は有名なフレームワークですが、この
考え方を科学体験の普及・振興の活動に照
らし合わせ
①さらなる浸透

▶既存の取り組みや運営の強化
②新事業の開発

▶新しい解説・教室・企画展などの開発
③新しい展開先

▶時間・場所を超えた普及活動
④多角化

▶新しい試みに挑戦する
上記の4つの目線をもって、地域と施設が
共に進化していく事業を展開します。

既存 新規

既
存

新
規

科学体験の普及・振興「事業」

科
学
体
験
の
普
及
・
振
興
の
「
場
」

①さらなる浸透 ②新事業の開発

③新しい展開先 ④多角化

第4期 取り組み一例

常設展示/体験講座

見せるのは「モノ（展示）」ではなく「人」
• 教室や体験を重視したコンテンツを強化
• 専門性を持つスタッフがフロアでコミュニケーション

→収集した意見を企画展などのイベントに反映
• 外部協力先を科学館に招聘、科学館だけでは

対応できない体験の提供

オンライン化

最新ツールを駆使し、コンテンツを多様化
• 教室、工作キット、講演、展示、プラネタリウム…

コンテンツをオンラインに乗せる挑戦
• ３密を回避する自宅でも体験できる

コンテンツの開発
• 科学館から遠い地域にもコンテンツ提供

アウトリーチ活動

新たなニーズに柔軟に対応
• 新しい生活様式により科学のニーズも変化

多種多様なコンテンツからニーズに沿った
科学体験を提供

• 平日放課後の子どもの居場所づくりとして
サテライト科学館を検討

展示改修

経費コントロールによる展示改修の実施
• 5F「宇宙船長室」の展示改修を予定
• 太陽系に特化した展示により

新たな科学情報とその解説
• 老朽化したショーエリアの改修も検討

密を避けながらも集まりやすいステージ設計
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貴市は、2008年に「環境モデル都市」に、2011年に「環境未来都市」に選定され、環境負
荷を抑えながら経済的にも発展し、市民活動の質を向上させるまちづくりの取り組みを積極
的に進められてきました。そして、2018年には「SDGｓ未来都市」にも選定され、環境を
軸に経済や文化・芸術による新たな価値・賑わいを創出し続ける都市の実現を目標に掲げら
れています。
本施設においても、公共施設として、横浜市を構成する一施設としてSDGsの機運醸成に貢
献します。横浜市SDGs未来都市計画（2021～2023）を基に、横浜市中期4か年計画2018
～2021ともリンクしている「◆未来を創る多様な人づくりに向けた取り組み⑦子ども・若
者を社会全体で育むまち」に寄与できる事業を推進します。
私どもは、複数の科学館や本施設のこれまでの運営経験により、SDGsと科学は非常に親和
性が高いことを理解しています。教室やワークショップ、企画展などで取り上げるテーマが
SDGsのいずれかの目標に該当する事例を数多く見てきました。ワークショップや企画イベ
ントを通して、地球環境の保全や人権・平等など、SDGsを身近に感じられるような機会を
提供していきます。

持続可能な社会の実現への貢献1

持続可能なまちづくりを科学館から発信

SDGsの取り組み3

科学館の施設現場だけではなく、会社全体でもSDGsの目標達成に貢献していきます。
当社がつくりだす交流の「場」では、環境に配慮した調達や情報通信技術を活用した省資源
策など、サステナブルMICE※につながる取り組みを推進しています。サステナブルなコ
ミュニケーションの「場」の創造を通して、開催地域の振興、地方創生、国や都市のブラン
ド力向上に寄与し、社会課題解決に貢献していきます。

全社をあげての取り組み2

※ MICEとは
当社は事業として、「MICE」と総称されるコミュニケーションの創造に携わっています。
Meeting…企業などの会議、Incentive travel…企業などの行う報酬・研修旅行、
Convention…国際機関・団体、学会などが行う国際会議、Exhibition/Event…展示会・見本市
の頭文字を使った造語で、産官学の各組織が、ビジネスや政治、学問的なテーマのもとに開催
する、ビジネスイベントの総称です。

2021年のカレンダーのテーマはSDGs

当社は毎年カレンダーを製作していますが、2021年のテーマはSDGsを取り上げています。カレンダーの
各月にはSDGsの17の目標に関連する風景を選定しました。毎日目にするカレンダーで、美しい風景とと
もに、未来の地球環境と持続可能な社会について考え、SDGsに取り組むきっかけをカレンダーの配布に
よって拡散しています。

カレンダーの特徴
⚫ サステナビリティに配慮し、カード形式を採用
⚫ 台座に使用する木材は、適切に管理された森

林資源であるFSC森林認証材を使用
⚫ 紙はFSC森林認証紙を使用
⚫ パッケージには再生紙を使用
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SDGsの取り組み

A

過去に開催した「ブイアートプロジェクト」では、漂着したプラス
チックブイを起点に、海ゴミ問題や海洋汚染の現状を学ぶ機
会を提供しました。
日本各地でごみとして流れ着いたプラスチックブイをプランターと
して加工したものに色を付け再利用。ユニークな形のプラスチッ
クブイを動物に見立てたり、宇宙に見立てたり、会員それぞれ
の創造性が生きる教室になりました。
子どもたちの独創的なペイントで、漂着ブイもアート作品に生ま
れ変わりました。

ブイアートプロジェクト

科学館前庭に作られた田んぼに神奈川のブランド米、キヌヒカ
リの苗を植えました。参加者は「ちょうどいい稲の量をまっすぐ植
えるのが難しい」と言いながら、懸命に田植えをしていました。ま
た、自分の植えた苗が早く育ってほしいという感想が多く、成長
を見守っています。

リサイクル紙で椅子を作ろう

私どもはSDGsに関連した数多くの取り組みを実施しています。
これからも取り組みの幅を押し広げ、子どもたちと一緒に持続可能な将来へ向けて考え実行
し続けます。

科学館での取り組み例3

製紙工程をビデオ鑑賞した後、段ボールを例にリデュース・リ
ユース・リサイクルについて学習しました。段ボールを用いたリサ
イクルとして、段ボールだけでできた椅子を工作し、工具の使い
方や物作りの楽しさを学びました。
冒頭の3Rについての解説では、少し難しい内容もありましたが、
多くの参加者が熱心に耳を傾け、ビデオや画像を見ながら理
解している様子が見られました。工作では、ボンドの付け方や
カッターの使い方など、工作のコツも教わりながら楽しそうに取り
組んでいました。

米作りチャレンジ
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見て、触れて、体験して、学ぶ
展示解説員は自主的な行動をファシリテート

常設展示の運営1

指定事業として掲げられている「常設展示」「企画展」「プラネタリウム」
「体験講座」「図書館機能」「連携事業」は、本施設が科学館たり得
る要素を構成する事業であり、メインコンテンツであると考えています。
指定事業の質の向上を追求し続け、確実に遂行することが、地域の
科学体験の普及・振興の達成度を高め、科学リテラシーがひろがるよ
う創意工夫を凝らします。さらに、活発な普及・振興活動が地域課題
の解決や地域貢献につながるものとして、地域の団体や学校、他公
共施設、機関と連携・協働を強化していきます。

展示物を多角的に学ぶ、解説員はそのお手伝い1

◼ 常設展示の解説員（インタープリター）を常時配置
科学に対する関心と理解を深めるため、「ひと」による相互コミュニケーションとホスピタ
リティを主体としたインタラクティブな案内解説を展開します。スタッフは、館内を常時巡
回する中で展示物についての質問などに応対すると同時に、普段から収集している最新の科
学技術トピックスを織り交ぜて発信することで、展示物の持つ魅力を最大限に引き出します。
充実した科学体験が新たな学びと探求心につながるような解説の役割を果たします。

◼ 弾力的な解説で科学に対する関心と理解を刺激
展示物の解説は、毎日同じセリフを繰り返してしまい、どうしてもルーチンになりがちです。
本施設では、来館者ひとりひとりの年齢・知識・興味だけでなく、どういった情報が欲しい
のか、どれぐらいの時間で解説すればよいのかなどを見極め、来館者に合わせて弾力的に内
容を変化させます。来館者目線を取り入れた解説手法は、『科学する心』の萌芽を助力し、
相互コミュニケーションのきっかけになり、さらなる学びへの挑戦を啓発します。
解説内容の整備、スタッフと利用者とのコミュニケーション能力や科学知識の向上など、難
しく思われるかもしれませんが、他科学館でこの方法を実施できている当グループのノウハ
ウと、情熱を持った職員の採用・育成により実現していきます。

メインコンテンツの展示物は大切に扱います2

◼ 展示物の技術スタッフが常駐
本施設の展示物には、可動装置や実験装置等の参加体験型展示が多数あります。利用者はこ
れによって楽しみながら科学を理解することができますが、展示物を管理する運営側は常に
故障や破損と背中合わせであることを意味します。かといって、休止展示物が多いと、せっ
かく来館していただいた方に残念な思いをさせてしまいます。
当グループでは、メンテンナンススタッフを常駐させ、日常点検を強化することを提案しま
す。日々のケアを充実させ保全に努め、展示物利用中止による学びの機会損失を防止します。

◼ ノウハウの蓄積
展示物の維持管理を内製化することのもうひとつの利点は、各展示物の保守に関して精通す
るスタッフを配置することができ、館内にその知識とノウハウが蓄積されていくことです。
自分たちで展示物の保守･点検を継続的に行うことで、要注意箇所や劣化度合い、あるいは
一次対応の効率的な方法等が把握でき、結果的に省力化、効率化につながります。

科学館らしさを持続的に追求

指定事業の基本的な考え方1
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展示物改修計画3

◼ 常設展示物のリニューアル
５階宇宙船長室のリニューアルを検討しています。入館者数をコロナ禍以前の水準に戻すよ
う様々な取り組みを推進しますが、伴って得た収益を工事費用に充てます。

展示改修案

太陽系に焦点を当てた常設展示を設置

⚫ 理科の授業の中でも宇宙に関する単元は、その場で実験・観察が行えないため、どう
しても教科書だけの知識になってしまいがちです

⚫ 宇宙全体の話はプラネタリウムを使い、太陽系については常設展で理解が深められる
ようにします

⚫ 自転、公転の違いや、太陽系にある惑星の大きさくらべ、距離がどれくらい離れてい
るかなど体感して学べるような展示をいれます

⚫ JAXAとも協力し、まだ太陽系についてわかっていない部分にも焦点をあて、子ども
たちが未来の研究者を目指せるような内容を入れます

⚫ 館長/的川泰宣にも焦点をあて、「研究者」がどのような考え方や未知の問題に対し
てアプローチしているかなど知ってもらい、職業選択の一助とします。

サイエンスショウエリアのリニューアル

⚫ 来館者の増加に伴い手狭となってしまっているショウエリアの改修を行います
⚫ プロジェクタースクリーンからモニターに変更し、映像も使ったショウを展開します
⚫ ショウをやっていない時間帯は、科学館オリジナルの科学番組映像を流したり、セン

サーを使用して子どもの動きに合わせて絵が変化するなどの体験展示を盛り込みます
⚫ 今まで培ってきたショウの経験を活かし、水や火などを利用した「科学館でしか」見

ることのできない特別な体験を提供できるよう設備を整えます。
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オンライン科学館4

◼ どこからでも来館体験
コロナ禍の外出自粛によって多数の科学館や博物館がオンラインで館内を観覧できるシステ
ムを作りました。本施設においても創意工夫を凝らしてオンラインで常設展示を楽しむこと
ができます。この科学体験の方法が広まっていくことは、交通が不便であったり遠距離で
あった方々へも本施設の魅力を届けることが可能となりました。動画の演出や閲覧方法など
に工夫を凝らしながらオンライン科学館を強化していきます。

Youtubeで展示紹介

科学館にある「ふりこのカーテン」を”オンライン”で体験。
振り子の不思議な動きを見たり、クイズに答えたり、手品を見て種明かしに挑戦したりと、科学
館とオンラインでつながりながら、振り子の性質について楽しく学びます。
この教室は、講師と参加者の双方向コミュニケーションによる、参加型のオンライン教室です。
参加者のみなさまの声や、講師への質問等を随時受け付けながら進行していきます。双方向性を
テーマにしている教室ですが、他の参加者のつぶやきや質問、それに対する受け答えを聞いてい
るだけでももちろん受け入れます。

常設展示「三原色の木」

A

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、展示フロアからは顕微鏡など
「顔を近づける」展示をすべて撤去してしまいました。寂しくなってしまった
展示フロアですが、空いたスペースにボランティア会で制作した「三原色の
木」を展示することにしました。
この展示はもともと期間限定のイベント用にボランティアスタッフが作製した
ものです。展示フロアに置くにあたり、人がいない時は自動的に色を変え、
人が前に立つと赤・青・緑のツマミを回して色の調整ができるように改造し
ました。人感センサーの位置によっては前に子どもがたっても反応しないな
どの問題もありましたが、細かく位置を調整し改善を重ねてきました。理
屈ではなく、「わあ！きれい！！」から入る手作り感あふれる光の三原色
の展示は、小さな子どもから大人まで、人気の展示となっています。
三原色の展示物は各所の科学館で定番となっていますが、このように目
にも楽しく、学びにつながる展示を作製できるスキルを持つボランティアス
タッフは、本施設にはかけがえのない存在となっています。

教科書の説明にある光の三原色を
ボランティアスタッフの解釈で展示
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心に残る特別企画展・企画展を開催

企画展の実施2

年に４回の開催で科学体験を活性化1

特別展・企画展は夏・冬・春・ゴールデンウィーク期間の年に4回実施します。
それぞれの開催時期に想定する来館者層に合わせた内容を展開し来館意欲を高めることで、
利用者数を増加させます。
私どもは、特別展・企画展を科学体験の普及・振興に留まらせずに、タイムリーなテーマを
取り上げることで利用者層を拡大し、地域のにぎわい創出につなげることを目指しています。
地域協力企業にも特別展・企画展に参画していただき、本施設の外にサテライト会場を設置
し、街ぐるみのイベントとしてより多くの市民と科学との触れ合いの場づくりを検討します。
利用者数の増加が収入の増加につながるという⾯だけでなく、地域を盛り上げる誘因として
の特別展・企画展を開催します。

夏休み期間中は宿題である工作の需要が高いため、
横浜市小学校理科研究会の先生にヒアリングを
行った結果も踏まえ「ものづくり」をテーマとし

た工作中心の企画を実施します。科学・理科
好きだけではなく、苦手意識を持つ子ど

もたちも多数来館するため、夏のお祭
りの雰囲気を演出し、楽しみながら
工作に触れる機会を提供します。

2月～3月は幼稚園・保育園児の遠足などで他の
時期と比較すると未就学児が多く来館されるため
春休み期間中は未就学児とその保護者を対象とし
た企画展を実施します。
親子で一緒に参加でき、簡単にできる工作
教室や触れて感じることができる展示と
して、子どもたちの感性を刺激し、初め
て科学に触れる場を提供します。

ゴールデンウィークは、家族で来館
される傾向が強いため、子どもだけでな
く家族全員で楽しみながら科学に触れら
れる企画展を展開します。工作やワーク
シートなど、保護者も考えることができる
内容とし、家族・家庭の中で科学の話題があがる
きっかけの場を作ります。

冬休み期間中は、春休み・ゴールデン
ウィーク・夏休みと異なり、比較的落

ち着いた時期となります。
春・ゴールデンウィーク・夏の特別展・企

画展を通して科学に親しんできた子どもたち、
保護者などの大人に対して学術的な要素を深めた展
示とし、一歩進んだ内容の企画展を展開します。

夏休み
「自由研究」

冬休み
「学術」

春休み
「幼児」

GW
「家族」

春休みの基本テーマは「幼児」 夏休みの基本テーマは「自由研究」

GWの基本テーマは「家族」 冬休みの基本テーマは「学術」

特別展・企画展の概要

春
いきものデビュー

チョウの幼虫やダンゴムシや、「ガラ・ル
ファ」など魚といった触ることのできる生き
物を展示。小さなお子様にも触りやすいよう
ケースを工夫し、実際に触れることで、その
生き物の特徴を学んだり、身近な生き物と触
れ合うことで、自然・命への考えを深めてい
く企画にする。
※ガラ・ルファ…人間の皮膚の角質を

食べるとされる魚

ダンゴムシを観察
生態を学ぶ

ガラ・ルファと
触れ合い、不思議を解明

企画展実施案
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夏 自由研究

企画展会場のワークショップスペースや空間
などをスタッフたちが飾り付け、日本のお祭
りや海外のフェスティバルのような雰囲気で
季節感を肌で感じ、科学を楽しむ心を後押し
する。
工作・実験教室を充実させ、子どもたちの夏
休みの宿題をサポート。
その他にも、コロナ禍で培った配信システム
を使い、オンラインで横浜市内の工場や研究
所の見学の様子を配信。
学びの幅を広げる、来館できない人にも楽し
める企画にする。

楽しみながら学ぶ雰囲気を醸成

オンラインで工場見学

GW

横浜市消防局や横浜市民防災センター、横浜
市電保存館、神奈川県警と連携し、働く車両
を展示。各車両に備わっている機能について
紹介。防災ワークショップも行う。

はたらくくるま展

冬 天文学入門

2022年11月8日の皆既月食・天王星食（月が
天王星を隠す）に先駆け、天文学や天文現象
の魅力に迫る企画を実施。国立天文台と連携
し、太陽系の惑星研究の最新情報や、今後注
目の天文現象についてもご紹介いただく。 皆既月食の様子

予定
横浜発 宇宙行

2025年は「宇宙開発の父」こと糸川英雄先生がペンシルロ
ケット水平発射実験を成功させてからちょうど70年。戦後
の日本の宇宙開発は、この実験の成功から出発した。この節
目に科学館では「横浜と関係のある宇宙開発」をテーマに
トークイベントを開催します。
このトークイベントは、宇宙に関連するモノづくりや宇宙飛
行士、宇宙教育などそれに関係する方々を招き、横浜と宇宙
をテーマに子どもたちとその保護者を対象に開催。

KAGRAのサファイア鏡の1基
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プラネタリウムは「ほんものの宇宙」への入り口

プラネタリウムの番組制作と投影3

非日常空間で星空観察1

プラネタリウムは星を眺めるだけではなく、星に関する知識を得て興味を持ち、「ほんもの
の天文学」を学び始めるきっかけづくりをする場であると考えます。利用者の持つ天文への
興味や関心に応え、楽しみながら科学的な事象を観覧する非日常の空間を作りあげます。

投影スケジュール2

◼ 平日投影スケジュール
・学習投影と一般投影を効果的に展開し、活性化を図ります
・幼稚園・保育園の園児、小学校の低学年には、星や宇宙の入門編として星空の話題を中心

にクイズを交えるなど、解説員と双方向のコミュニケーションが取れる投影を検討します
・小学校高学年から中学生には、学習指導要領に準拠し、横浜市教育委員会や学校現場と連

携を取り、様々な要望に対し柔軟に対応できる生解説投影による学習投影を目指します

◼ 土日祝日、夏休み期間中投影スケジュール
・平日よりも投影回数を増やすことで来館者のプラネタリウムの利用機会を拡大します
・科学に興味を持つ入口として、集客力のあるアニメキャラクターを登用した番組や天文

分野のほか、他分野の自然科学系分野などからも番組選択することにより、科学にあまり
興味がない方がプラネタリウムに関心を示すきっかけを作ります

◼ スケジュールを変更
・十分な新型コロナ感染症対策が浸透し、座席数や観覧者数の制限、学校団体の来館制限、

１回の上映で1団体までの制限などが解除できると判断した際には、投影スケジュールや
観覧 者層に合わせたスケジュールと番組内容に変更します

・スケジュールの変更には貴市に相談し協議のうえ実施します

【平日】

投影時間

投影内容

16:00～

生解説

13:30～ 14:45～

学習投影 一般向け番組

６回上映/一日

学習投影 学習投影 子ども向け番組

9:45～ 11:00～ 12:15～

【土日祝日、夏休み期間中】

投影時間

投影内容

５回上映/1日

14:30～ 16:00～

学習投影 子ども向け番組 一般向け番組 子ども向け番組 生解説

10:00～ 11:30～ 13:00～

【平日】　

投影時間

投影内容

６回上映/1日

9:45～ 11:00～ 12:15～ 13:30～ 14:45～ 16:00～

生解説学習投影 学習投影 一般向け番組 学習投影 子ども向け番組

6回上映/1日

投影時間

投影内容 子ども向け番組

【土日祝日、夏休み期間中】

子ども向け番組 一般向け番組 子ども向け番組 一般向け番組 生解説

10:00～ 11:15～ 12:30～ 13:45～ 15:00～ 16:00～

感染症対策浸透後のスケジュール

番組制作3

◼ 生解説
日食や月食、流星群など、話題の天文現象に合わせた生解説番組を年間10本前後作成してい
ます。単に神話や天文現象を紹介するだけではなく、“スーパームーン”や“ストロベリー
ムーン”など、新たに注目を集めるようになった星空にまつわる文化をはじめ、企画展や話
題のニュースに合わせた、天文宇宙に興味がない人でも“ちょっと気になる”オリジナルの番
組を作成し投影をしています。リピーターも多く、解説員も常日頃アンテナをはり、オリジ
ナリティあふれる番組作りを行っています。
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青春プラネタリウム

A

高校生がプラネタリウム番組を一から制作、上映するまでをスタッフがお手伝いする「青春プラネタリウ
ム」を継続実施します。
テーマの選定、番組構成、BGMの選定や編曲、解説文の作文、投影機器の練習などプラネタリウム
番組にはいくつもの段階と複雑な作業を伴います。高校生だけでは実現が難しくとも、スタッフが一緒に
作成の助力をすることで、上映後の感動はほんものの天文学への入口として非常に人気のプログラム
を実施します。

青春プラネタリウムの様子

番組選定4

観覧者層に向けて投影する番組内容も変更し、観覧者の満足度向上と星空への興味や関心を
喚起します。

子ども向け
• アニメを中心とした番組
• 宇宙に興味がなくても、アニメをきっかけにプラネタリウムに入ってもらい、星空を知ってもらう
• 日常の生活の中でふと夜空を眺めた時に、プラネタリウムの知識が想起される内容

高校生
一般向け

• プラネタリウムの番組を実際に作ってみる「青春プラネ」を実施
• 番組制作だけではなく、当日のチケット切りや会場案内など、「宇宙について知ってもらう」

ための仕事をあらゆる角度から経験する
• 対象を一般にひろげ、事前のコンテストなどを実施し実現を目指す

大人向け
• 宇宙論や最先端の観測結果など、高度な内容に特化した番組を上映
• 事前申し込み制とし、子供向けの番組では物足りない層にアプローチをする

団体向け

• 幼児～小学校6年生まで、各団体の学年の学習内容に合わせた学習用の投影プログラ
ムを用意

• 教科書では理解しづらい内容にについて、プラネタリウムを使った解説で体感してもらう
• 予約している団体に、学校施設のスカイライン（プラネタリウムの地平線にあたる部分）を

撮影してもらい、実際に学校から見える星空を再現する
幼児：星の世界 1-2年：星と月をみよう 3年：太陽と方位・太陽の動き
4年：月と星 5年：太陽と星の動き・天気の変化 6年：月と太陽

◼ サイエンスプラネタリウム
第3期から始めたサイエンスプラネタリウムは、科学が
好きな人はより深く科学的な内容に触れられるように、
科学にあまり関心がない人には新しい世界を知ってもら
うきっかけとなるような内容となっています。宇宙論や
惑星探査など、すこしむずかしめの番組ですが、月一回、
事前申し込みのみの受付という特別感もあり、人気シ
リーズになりました。普段は科学に関心の薄い層をター
ゲットとして番組投影を行っていますが、このようなス
ペシャル番組企画を持つことで、幅広い層にプラネタリ
ウムを楽しんでいただくことを目的としています。 プラネタリウムは本施設のメインコンテンツのひとつ

48



館内の隅々まで科学体験2

館内のあらゆる場所で体験講座を展開します。これまでの科学館運営で積み重ねた豊富でバ
ラエティーに富んだ講座内容を、頻度の高い開催数で利用者に体験してもらい、いつ来ても
前回と同じ体験や学びにならないように新鮮味を保ちます。
また、アンケートも実施しており、利用者の希望を叶える講座も開発します。

トライアル＆エラー＆トライアル＆サクセス
失敗を恐れずに挑戦を続ける勇気を涵養

科学に関する体験講座の開催4

試行錯誤を良い経験に1

参加・体験しやすいプログラムを多分に準備し、参加者とスタッフの人と人とのコミュニ
ケーションを介して得られる多様な気づきや、科学的な見方・考え方の育成を図ります。
課題に自ら気づき、挑戦し、失敗し、再挑戦する、その繰り返しの中で「この方法ではでき
ないことを発見した」など失敗することにすら意味を持たせます。試行錯誤を通じて今の自
分よりも科学する力を得た未来の自分に成長してもらえるように導きます。
スタッフは講師や指導者として答えを教えるのではなく、ファシリテーターとして適切なア
ドバイスでサクセスへ導き、科学に没頭できる濃密な時間にします。

１F工房

科学工作教室
対 象 ：

参加費：

内容 ：

小学生以上

内容によって変更

色を塗ったり、切ったり、貼ったり、穴をあけ
てみたり、段階を踏んで物を作り上げること
は創造性と豊かな発想を育む人気のプログ
ラム。アンケートを配布して工作してみたい
物のニーズを調査。

２Fスペースラボ

ミニ実験
対 象 ：

参加費：

内容 ：

どなたでも

無料

カウンタースペースで利用者とより近い距離
で実演を行う。
現状、月ごとに演目を決めて、決まった実
験の実演を行っている。
今後、対話できる環境を生かし、その場で
お客様のリクエストに応えて実験を行うよう
な空間にしていきたい。

５Fキャプテンシアター

サイエンスショー
対 象 ：

参加費：

内容 ：

どなたでも

無料

映像をスクリーンに映すときには、ステージの
照明を暗くする必要があるため、5F改修が
実現したときには、照明やスクリーン設備も
整備し、動画や手元カメラの映像等を駆使
しながら、実験・解説ができるように検討。よ
り分かりやすい、より見ごたえのあるショーを
開発する。

５Fキャプテンシアター

ウィークエンドレクチャー
対 象 ：

参加費：

内容 ：

どなたでも

無料

天文スタッフによる宇宙にまつわる短編講演。
スクリーンに映像や画像を映し、内容によっ
ては最新情報・最新映像を入手して実演。
毎回質問タイムを設け、来場者からの宇宙
に関するあらゆる疑問に直接回答。

体験講座実施例
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【１F工房　　科学工作教室】

講座名 内容

星空万華鏡
鏡を立方体に組み立てて万華鏡を作ります。穴をあけたり、色をぬったりしたあと、付属の

ミニライトで照らして無限に広がる模様を楽しみます。光の反射についても解説します。

ミニアクアリウム
ビンの中に魚のミニチュアを入れ、アクアリウムを作ります。魚がビンの中を泳いでいるように見える、光の

性質について解説します。

キラキラリボン
きらきら光るリボンを球状に組み立て、ひもを引っ張るとコマのようにくるくると回転するおも

ちゃを作ります。タイミングよく引くと、連続して回り続けます。慣性についても学びます。

スノードーム

空きビンの中に、フィギュアや雪に見立てたラメを入れて、自分だけのオリジナルスノードーム

を作ります。そのほか、雪の結晶はなぜ六角形なのかなど、観察をしながら雪のひみつを解

説します。

※アンケートをもとに企画

手作りえんぴつ

新聞紙を使って自分だけの鉛筆を作ります。鉛筆が書ける理由や、紙の繊維についての

解説も行います。

※アンケートをもとに企画

【２Fスペースラボ　　ミニ実験】

講座名 内容

浮くの？沈むの？水パワー
身近な道具の材料や形に注目し、上皿てんびんで重さを比べながら、浮力について実験

します。

カラフル実験　光のはこ
光の三原色を確かめたり、手回し発電機でLED電球と白熱電球を光らせたりしながら、そ

の違いを学びます。

NとSとで　磁石のちから
磁石の吸引・反発といった不思議な現象を観察し、目には見えない磁力線を確認しま

す。

酸とアルカリ

いろみずマジック

液体の性質（酸性・中性・アルカリ性）について、紫キャベツ水溶液を使って確かめま

す。

【５Fキャプテンシアター　サイエンスショウ

講座名 内容

どんな音？こんな音！
シンバルやグラスハープ等の楽器を使い、音と振動の関係を確かめる実験した後、実際に

演奏を行います。

とべ☆ロケット‼
ワイヤーに沿わせるようにして、ステージ上でペットボトルロケットを飛ばしながら、ロケットが

飛ぶ仕組みを紹介します。

空気であそぼ！
空気砲を紹介し、フォグマシーンで渦輪を観察しながら、目には見えない空気の存在とそ

の力について学びます。

つめた～いはなし
マイナス196℃の液体窒素に風船やスーパーボール等を入れ、極低温の世界の実験しま

す。

教室実施例
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◼ 取り扱う情報を拡大
情報の充実化、更新が図書館機能には重要であると考え、今後はさらに取り扱いの幅を広げ
ます。

体験＋情動＋知識＝経験を定着させる図書館機能

図書館機能の設置5

専門家による選書1

展示物や体験講座で芽生えた不思議を理解し、自身の中に定着させる場所として図書館機能
は最適な場所であると考えています。館内だけでは補いきれない科学情報や、普段手にする
ことのない専門誌などから発展した学びを自主的に進めることも可能です。
インターネットにはあらゆる情報が網羅されていますが、信用度の高い真の情報を得るには
一定の使用方法を身に付けなければなりません。本施設の図書館機能においては、科学の専
門家であるサイエンスコミュニケーター、教育者目線を持つ学術顧問などの確かな選定眼と
知識で質の高い情報を取り揃え提供し続けます。

利用者ニーズに応え、こまめな情報更新2

◼ 蓄積した情報は大切に取り扱う
これまで私どもは、乳幼児から大人向けまで幅広い情報を取り揃え利用者に提供してきまし
た。情報量が豊富であったり、利用者からの評判の良い書籍は定期購読し、それを来館の目
的の一部としている利用者も見られます。積みあがった図書は大切に保管し、必要に応じて
入れ替えを行うなど適切に管理します。

3期の取り組み

⚫ 定期購買の実施
・かがくのとも
・たくさんのふしぎ
・Rikatan
・子供の科学
・ナショナルジオグラフィック
・Newton など

⚫ おすすめ本コーナーの設置
季節やその時のニュース、
話題などに合った図書を分
かりやすく陳列しました。

⚫ 図鑑はシリーズ一式、最新版

• 図鑑、未就学児や小学生（主に低学年）
に人気が高く、閲覧数が多い傾向

• 図や写真が多く、誰でも気軽に読みやす
い書籍だからこそ、新しいもの、きれい
で見やすいものを入れる

⚫ 展示物にまつわる書籍

• 展示物と関連図書をまとめた表、一覧を
作成して図書館にて保管

• 展示フロアに書籍のサイン追加、理解を
深めたい方向けに関連図書へ誘導する
「もっとくわしく知りたい方はこちら」

⚫ 映像資料の充実化

• ビデオ機能を図書館に移転
• 本施設のYoutubeチャンネルを設立、

展示物の紹介動画、次の科学工作教
室の内容紹介動画、簡単な工作・実
験の紹介動画、講演会のアーカイブ
動画など情報を充実化する

• iSpaceの動画、科学館オリジナル動
画、YouTubeに投稿している動画な
ど５F展示室とも連動する

４期の取り組み
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自主事業の基本的な考え方1

本施設の設置目的、基本的な理念を踏まえて、自主事業は積極的に推進します。
収益事業として考えるのではなく、子どもから大人まで幅広い世代を対象に科学リテラシー
を向上する科学体験の普及・振興活動を行う本施設が継続・発展するための推進力として取
り組みます。
また、地域の賑わい創出を目的とするため、科学を根幹にすることは前提ですが、自主事業
だからこそ実現可能なユニークな事業提案も検討していきます。
教室、物販・喫茶室の他、自動販売機などの自主事業は、快適に本施設を利用できるように、
来館者からの声や季節などを重視した運営を心がけます。

基本的な方針1

公共施設であることを踏まえ、利益を追求して利用者負担が大きくならないように、客観的
にバランスを見ながら各種料金を設定します。運営を続けていく中で、社会情勢による物価
の変動や経営状況をみて売価の変更を実施する可能性もありますが、変更する際には明確な
理由と変動する金額の根拠を示すことができるように準備します。
自主事業で得た収益は本施設の指定管理者としての運営費に充て、子どもの学びや地域振興
に貢献する事業を活性化させます。

料金設定2

科学体験の普及・振興を自主事業で強力に推進

私どもは、本施設を含めると全国で5箇所
の科学館を指定管理者として運営していま
す。それぞれの科学館はそれぞれの特性を
持っており、その特性に沿った事業を展開
しています。科学館同士、または各科学館
が持つネットワークを横につなげていくと、
科学関係者や協力・連携先など広範囲にわ
たって網羅することが可能です。
他科学館の特性を反映した事業を本施設に
取り入れたり、横浜市や洋光台の地域住民
と他施設の近隣住民が交流することも想定
できます。複数の科学館を運営している強
みを本施設の自主事業で発揮します。

複数施設の連携3

横浜

千葉山梨

神戸新潟

他分野施設との連携

私どもは科学館だけではなく、文化施設や集客施設など
も運営に携わっています。本施設の科学事業と他施設の
芸術文化事業などの連携を検討します。
伝統芸能やクラシックコンサート、エンターテイメント
イベントに科学的要素に基づいたアイディアを取り入れ
活性化する様子をオンラインで施設間を結んで中継する
ことも可能です。
また、伝統芸能を科学的な見方、ものの考え方などから
分析するなど、相乗効果が高まり利用者の興味・関心の
範囲が広がる新規事業も検討します。

他施設イベント
市民参加型の演奏会
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会員制のサイエンスクラブで深い体験と学びを実現

洋光台サイエンスクラブ2

洋光台まちづくり協議会と本施設が協働し、
子ども達の科学への興味・関心を育み、理科
離れに歯止めをかけることを目的として設立
した、会員制の組織です。
2期目の指定管理者期間から徐々に開催回数
を増加していくにつれ、会員数も相関的に増
えていき、教室の参加にはキャンセル待ちが
出るほどにもなりました。
2021年で設立17年目を迎えたこのクラブは、
科学に触れ世界を楽しむきっかけとなる教室
を数多く開催いたします。

地域団体との協業1

実験や工作の他、自然観察やサイエンス・ショウなど様々な種類のプログラムを準備します。
難易度別に段階的に科学体験ができるよう多種多様な内容を取り揃え、理科や工作が得意な
子どもはもちろん不得意な子どもでも、自分に合った教室を自由に選択し参加しやすい環境
を整えます。
教室の講師や指導スタッフは、科学館スタッフやボランティアの他、NPO団体や現役の理科
教員・科学コミュニケーター・自然観察指導員、研究機関の研究者、企業のOBなどにも協
力してもらいます。きめ細やかな指導の他、普段なかなか得られない、専門的な知識や最先
端の科学・技術にも触れられ、物理、化学、生物、地学、プログラミングといった、科学の
広い領域・分野を扱います。

多様なプログラム2

【取り組みのPoint】

⚫ 理科の基本的な領域にプログラミングを追加し、
多彩なプログラムをさらに充実化

⚫ 3期目で試験的に実施した未就学児向け教室や
ワークショップを本格稼働

⚫ オンラインでクラブ活動を実施

⚫ 専門知識や最先端の科学に触れるため、大学・研究所・企
業との連携教室を実施

⚫ 段階的に体験できるよう階級（初級・中級・上級）を設定
するなど、参加しやすくするプログラムを用意
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ネーミングライツスポンサーとの協業3

横浜こども科学館のネーミングライツスポンサーである横浜銀行と、科学館を管理する横浜
市こども青少年局、科学館を運営する指定管理者の3者による協働事業は今後も注力します。
小学生とその保護者をメインターゲットとして、2014年より年6回シリーズで行う「トーク
イベント」を連続開催してきました。コロナ禍でオンラインへと形を変え、小学生に限らず、
年齢を問わず参加可能になりました。

はまぎんキッズサイエンス1

「はまぎんキッズ・サイエンスNEO 館長室へようこ
そ！」は、2020年度より始まったキッズサイエンスの新
シリーズです。
各界で活躍する講師の方々をお招きし、ご専門とされて
いる分野の興味深いお話や、子どものころのお話などを
対談形式で伺います。司会は宇宙教育の父、的川泰宣館
長。様々な専門家や若手研究者とともに宇宙開発プロ
ジェクトを推進した経験を活かし、ゲスト講師の人生観
を引き出します。子どもたちの将来を考えるうえで、ヒ
ントになるお話を盛りだくさんにしてお届けします。

はまぎんキッズ・サイエンスNEO2

ネットワークを十分に活用して活動を加速

【双方向のオンラインイベント】

3期目で開始した「はまぎんキッズ・サイエンス
NEO 館長室へようこそ」は非常に人気のオンラ
インイベントになりました。多彩な著名人の普段
の顔を垣間見ることができ、身近な存在のように
話を聞くことができます。
そういったこともあって、毎回参加者からの質問で
賑わいます。Youtubeでイベントは配信していま
すが、双方向にコミュニケーションを図ることのでき
るシステムを取り入れ、視聴者との触れ合いの場
を創出することを検討します。

第3回「講師：             先生」
東京海洋大学 学術研究院

教授・水圏生殖工学研究所所長

はまぎんキッズ・サイエンス　イベント一覧

年度 タイトル テーマ 申込組数 申込者名 参加者 再生回数

2014年度 トコトン！はやぶさ２‼ はやぶさ２ 1,936 5,102 1,951

2015年度 世界をリードする日本の宇宙開発 日本の宇宙開発 957 2,482 1,457

2016年度
太陽系惑星のおはなし

水金地火木☆小惑星
太陽系惑星 1,254 3,250 1,446

2017年度
見えぬけれどもあるんだよ

～極小極大の宇宙～
素粒子 1,401 3,880 1,762

2018年度 ちきゅう日記 地球の歴史 1,915 4,954 1,753

2019年度 とっておきの月のはなし 月 1,332 3,486 1,135

2020年度 はやぶさ２の現場から はやぶさ２ 事前申込無 事前申込無 1,682 13,805

※2019年度台風のため中止、全5回実施

2020年度は新型コロナ感染拡大防止のためオンライン配信、再生回数は2021年2月16日現在
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出前教室4

館内活動だけではなく、館外へ飛び出して科学体験の普及・振興を促進しています。
交通が不便であったり遠距離である地域に本施設のスタッフが出張して、体験講座やワーク
ショップなど楽しみながら科学を学ぶ事業を開催します。本施設になかなか来ることができ
ない方は科学と触れ合う機会が少ないと想定し、学校の授業だけでは経験できないような科
学体験となるよう工夫しています。人数や時間、準備期間の確保などの制約により実施が難
しい学習内容については、科学館特製キットや実験機材、資料などを持ち込み充実した学び
を実現します。

遠い方にも科学体験を届ける1

出前教室の開催を重ねていくうちに、横浜市小学校理科研究会と連携する機会を得ることが
できました。2018年度から「プログラミング教室」「算数教室」をラインナップに加え、
学習指導要領に基づき内容を見直して実施しています。
学校からの要望がある場合にはオンラインでの実施も検討しますが、足が届く範囲にはス
タッフが直接伺って直接のコミュニケーションを図り、本物志向の実験機材や資料を活用し
て学びを深めていきます。

学校との連携2

館外に飛び出して地域の隅々まで科学をお届け

PETSでプログラミング

【1～6年生のプログラミング教室】
パソコンを使わずにプログラミングができる教材「PETS」を
用いて、プログラミング的思考を培います。プログラミング
の楽しさを、短時間で味わうことができます。

ハニーキャンドル

【6年生理科 燃焼の仕組み】
炎色反応の実験と、蜜蝋を使ったキャンドル作りを行い、
ロウソクが燃える仕組みを学びます。

ケロケロかえる

【3年生理科 光と音の性質/音の伝わり方と大小】
音の正体が振動であることを実験を通して学び、糸を引
くとかえるの鳴き声がするおもちゃを作ります。

しきつめを体験しよう

【1～6年生の算数的活動】
表と裏で模様が違う正三角形のパズルを用いて模様作
りに取り組むことで、図形についての見方や感性を豊かに
することができます。

工作・プログラミング・算数出前教室演目
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天文出前教室演目
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カフェの運営5

館内回遊で体力を消費した後、体験講座やワークショップで集中力を使った後の休憩の場と
してカフェは需要が高いものと見込んでいます。単なる栄養補給や空腹を満たすだけではな
く、科学体験を目的に来館された方々がこの場所において科学を媒介とした交流を図ること
ができるような環境を目指します。
私どもは、本施設のこれまでのカフェの他にも自社でのレストラン・カフェの経営経験があ
り、そのノウハウを本施設にも活用して、安全・安心で心休まる場を創出します。利用客数
や営業状況を分析し、商品構成の検討や売価の設定、連携先の再検討なども進めていきます。

憩いの場の整備1

若者自立支援団体である㈱K2インターナ
ショナルグループ（横浜市磯子区）と連携し、
ニートや引きこもりの若者向けの雇用創出に
貢献します。㈱K2インターナショナルグ
ループが運営する「パン屋のおやじ」のコッ
ペパンを本施設で販売しており、バリエー
ション豊富な商品は利用者にも人気の一品で
す。

若者自立支援施策への貢献2

頭と身体と心の憩いの場

自動販売機の設置6

自動販売機の販売傾向をデータ化し、季節ごとの売れ筋商
品などを見極め、幅広い年齢層に好まれる商品を充実させ
ます。特に、持ち運びができることで来館者から希望の多
いペットボトル商品をできる限り取り揃えます。
災害発生時には、通信ネットワーク技術を活用した遠隔操
作によって、自動販売機に掲載された電光掲示板に災害情
報を流したり、備蓄対応として商品の無償提供が受けられ
る販売機の導入を検討します。

ニーズに合わせ商品変更1

㈱K2インターナショナルグループは1988年より生きづらさを
抱える若者たちの自立就労を支援しています。
2012年かながわ子ども子育て支援奨励賞受賞、同年子
ども若者育成・子育て支援功労者内閣府特命担当大臣
表彰、2017年日本地域福祉学会地域福祉優秀実践
賞受賞など他多数の受賞歴を誇る。

親子で科学体験について語り合ったり、友人
と共通の不思議について議論を交わすなど、
普段では微笑ましい光景を見ることのできる
カフェですが、コロナ禍においてはマスクを
外しての飲食と会話は多分にリスクを孕んで
います。お酒を提供していなくとも本施設の
カフェも十分な配慮が必要であるため、飲食
スペースのレイアウト変更をすぐに実行しま
した。席同士のソーシャルディスタンスを保
ち、利用者間にはパーテーションを設置、飲
食前後には手洗い、うがいの徹底を奨励する
など、安全の確保と安心のお声掛けを実施し
ています。

飲食スペースの変更3

カフェ店内
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ミュージアムショップの運営7

ミュージアムショップは、想い出となるお土産の販売や利便性向上のために不可欠であるだ
けではなく、利用者との大切なコミュニケーションツールであると捉え、商品の品揃えや接
客サービスなどについて日々の改善を行います。
販売商品の選定は利用者からの要望に敏感に反応することはもちろんですが、科学知識普及
のために専門家の意見を取り入れたり、科学館スタッフが各フロア現場で体感した思いを吸
い上げるなどして、随時見直しを図ります。また、催事と連動しての関連商品販売などを行
い、いつでも科学館体験を思い出せる物を販売することで、再来館を促進します。

販売商品1

科学体験を思い返す商品を揃え、再来館に繋げる

展示物とリンクした商品を用意し、帰宅後にその原理を復習できる学習補助ツールの役割を
もった実験キットを開発します。理科の授業で使用する実験の道具や、プログラミングを学
べるロボットなど自己学習につながる商品なども選定し、科学館ならではのミュージアム
ショップを作りあげます。これらの情報を積極的に発信し、ミュージアムショップからも本
施設の魅力発信をしていきます。

体験の補完から自己学習へ3

ボランティア特製工作キット

コロナ禍で接触することに誰もが敏感になって
いる中で、ミュージアムショップでも金銭の授
受を不安視する利用者の声が聞こえてきました。
プログラミングロボットを取り扱うなど、高額
商品の購入の際にはクレジットカードを使用し
たいとの希望もあっため、キャッシュレス決済
は以前から検討を進めていましたが、これを機
に即時導入を決定しました。利便性を高く保ち、
ショップ利用の促進増加を推進します。

キャッシュレス決済の導入4

様々な決裁ツールを適宜導入します

2017年にショップの改修工事を実施しました。
売り場の⾯積を広げ、什器を新調し配置を組み替え
た結果、取り扱う商品数も増加し、売上の底上げに
つながりました。
また、利用者のニーズがあったプログラミング教材
や、日食グラスなどその時期に会った商品も取り扱
うことができ、科学館ならではのラインナップを実
現しています。
4期は、ニーズの把握、科学的要素の強い商品、オ
リジナルコンテンツなどを強化していきます。

改修工事の実施2

本施設のボランティアさんは様々な経歴をお持ちの方がたくさん
いらっしゃいます。豊富な経験から発想されるアイディアは、スタッ
フが驚くようなものばかりです。そのアイディアを工作キットとして安
価な価格設定で販売したところ、飛ぶように売れ、大人気商品
となりました。その人気はボランティアさんの創作意欲を増幅させ、
次々に新しい工作キットが生み出されています。 工作キットの一部
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ポータルサイトの設置検討8

自主事業の活性化、活動の幅の拡大などを目指し、ポータルサイトの設立を検討します。
様々なコンテンツをオンラインでつなぐことで、広域の方々、普段会うことのできない方々
との交流を通して本施設の知名度アップと来館動機の刺激につなげます。
また、密を避けるための入館制限、プラネタリウム席数制限などに伴い、減少を免れない収
入⾯においても一助となるよう収益が生まれる仕組みを構想します。

ポータルサイトで自主事業を活性化1

新規事業を立ち上げオンラインで本施設と科学をひろげる

TOP

動画サイト

A

ECサイト

B

プラットフォーム

C

TOPICS

D

科学館HP

無料動画

1

有料動画

2

販売商品

1

講演会

2

見学会

3

教室

4

プラネタリウム

5

ユーザー
×

研究者
×

企業・団体
×

運営者
×
SC

1

News

1

Column

2

イベント告知

3

リンク

サイト内でコンテンツ同士を連動させ活性化を図る

ポータルサイト設計図 ※変更の予定あり

59



プラットフォームで取り扱う動画ファイルを集約します。
科学体験の普及・振興のための興味・関心を喚起する無料の動画から、長時間やシリーズ物
の有料動画までを幅広く取りそろえます。システム構築と導入を検討し、インタラクティブ
な動画閲覧の技術によって動画を介してのコミュニケーションの活性化も目指します。

動画サイト2 A

ECサイトでは決済システムを導入し、商品の購入や有料コンテンツへの参加などを集約し
ます。子どもだけでは購入できない仕組みを構築し、保護者にも安心してご利用いただける
サイトをお約束します。

ECサイト3 B

1

本施設でスタッフやボランティアさんが開発した工作キットをブラッシュアップしオン
ライン販売します。子供会や学童などの大量発注にも、メーカーとの協業を協
議し対応します。横浜市内の施設などにはスタッフを派遣し、組み立て方や学
び方のワークショップも実施します。
その他、科学館ならではの商品もオンラインで購入できるよう準備を進め、自
宅で科学体験の機会創出に貢献します。

販売商品

2

著名な方々をお招きする「はまぎんキッズ・サイエンスNEO 館長室へようこそ」の他にも、質の高い講演会をオンライ
ンで配信します。講演後には講師の方に直接質問ができるシステムを構築し、閲覧者もその場で参加しているよう
な雰囲気を味わってもらいます。
動画はアーカイブ化し、いつでも閲覧できるよう情報を蓄積します。

オンライン講演会

3

普段は入れない、子どもだけでは入室できない研究室や工
場の様子をオンラインで見学できる体験をお届けします。
ここでもインタラクティブな仕組みは、子どもたちと研究者や開
発者をつなぐことができ、コミュニケーションを図ることができます。
将来の自分がなりたい職業を身近に感じてもらうチャンスを
数多く提供し、未来で活躍する人材の育成に貢献します。
企業や研究団体には、SDGsの取り組みの一環として協力
を仰ぎます。

オンライン見学会

工場見学の様子

4

工作教室やプログラミング教室など、オンラインでの開催により
自宅で科学体験が可能です。販売商品と連動して、商品
購入者には無料で教室に参加してもらい、質疑応答を受け
付けるなど、充実化を図ります。
本施設に来館しづらい環境の方にも、オンラインであれば連
続講座を受講することもでき、より深くより広い学びを実現す
ることができます。また、動画だからこそ可能な「作業中の手
元アップ」「あまり使用できない大型の実験装置の疑似体
験」など見せ方、見方の検討を進めます。

オンライン教室

オンライン教室の様子

5

ご自宅でもプラネタリウムの非日常的な星空観察を体験できるオンラインプラネタリウムを検討しています。ライブで
その日の星空、録画で指定した日の星空の観察や、見逃してしまった流星群の追体験など、豊富なラインナップの
番組を制作し、多様な楽しみ方にも対応します。
星空観察には根強いファンが多くいらっしゃいますので、サブスクリプションの登録も検討します。

オンラインプラネタリウム

開発した工作キット
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ポータルサイト関連の新規事業の計画

プラットフォームでは、ユーザー・研究者・企業・団体・運営者・SC（サイエンスコミュ
ニケーター/科学館職員）が交流できる場を提供します。
プラットフォーム上での交流が、サイト内や科学館のコンテンツにつながっていくことを狙
い、一定の自由度を保ったうえで安全な運営を心がけます。

プラットフォーム4 C

1 交流が発展し新しいコンテンツの創出

ユーザー 企業・団体

消費者ニーズの把握
新商品開発

商品モニタリングの実施

研究者 運営者

研究発表の場の提供
メディアリリースのお手伝い

講演会の参加

企業・団体 運営者

工場や研究室の見学会
オリジナル販売商品開発
サイト内への記事投稿

TOPICSでは、科学の最新ニュース、研究者や科学館スタッフのコラム、イベントの告知な
どを想定しています。
情報を常に更新する、思わず読んでしまうコラムやニュース、科学イベントの詳細な告知な
どを掲載し、閲覧者はまずはTOPICSにアクセスする仕組みを目指します。科学館情報など
も充実させ、オンラインだけではなく実際に来館して、展示物を通した科学体験、生の星空
解説など来館意欲も促進します。

TOPICS5 C

2022年度 備考 開催数 参加人数 単価 計 2025年度 備考 開催数 参加人数 単価 計

オンラインプログラミング 2回×2日×2週×12か月＋α 100 6 1,500 900,000 オンラインプログラミング 3回×2日×4週×12か月＋α 300 8 1,500 3,600,000

オンラインワークショップ 2回×1日×4週×12か月＋α 90 8 2,000 1,440,000 オンラインワークショップ 2回×1～2日×4週×12か月＋α 180 10 2,000 3,600,000

オンライン講演会 月1回 10 92 500 460,000 オンライン講演会 月1回＋α 15 300 500 2,250,000

オンライン中継 2か月に1回 6 10 1,000 60,000 オンライン中継 月1回＋α 15 40 1,000 600,000

キット販売 5～6個販売/日 1910 1,000 1,910,000 キット販売 8個販売/日 2740 1,000 2,740,000

オンラインプラネ 20人視聴/日 7300 100 730,000 オンラインプラネ 40人視聴/日 14600 100 1,460,000

出張科学館 年3回/商業施設などのイベント 3 1,000,000 3,000,000 出張科学館 年8回/商業施設などのイベント 8 1,000,000 8,000,000

横浜市内出前 月1回程度/学童保育クラブ等への講師派遣 10 30,000 300,000 横浜市内出前 月3回程度/学童保育クラブ等への講師派遣 35 30,000 1,050,000

8,800,000 23,300,000

2023年度 備考 開催数 参加人数 単価 計 2026年度 備考 開催数 参加人数 単価 計

オンラインプログラミング 2回×2日×4週×12か月＋α 200 6 1,500 1,800,000 オンラインプログラミング 3回×2日×4週×12か月＋α 300 8 1,500 3,600,000

オンラインワークショップ 2回×1～2日×4週×12か月＋α 160 8 2,000 2,560,000 オンラインワークショップ 2回×1～2日×4週×12か月＋α 180 12 2,000 4,320,000

オンライン講演会 月1回 12 100 500 600,000 オンライン講演会 月1回＋α 18 400 500 3,600,000

オンライン中継 年8回 8 20 1,000 160,000 オンライン中継 月1回＋α 18 40 1,000 720,000

キット販売 5～6個販売/日 2085 1,000 2,085,000 キット販売 10 個販売/日 3485 1,000 3,485,000

オンラインプラネ 30人視聴/日 10950 100 1,095,000 オンラインプラネ 50人視聴/日 18250 100 1,825,000

出張科学館 年5回/商業施設などのイベント 5 1,000,000 5,000,000 出張科学館 月1回 /商業施設などのイベント 10 1,000,000 10,000,000

横浜市内出前 月1-2回程度/学童保育クラブ等への講師派遣 20 30,000 600,000 横浜市内出前 月3回程度/学童保育クラブ等への講師派遣 35 30,000 1,050,000

13,900,000 28,600,000

2024年度 備考 開催数 参加人数 単価 計

オンラインプログラミング 3回×2日×4週×12か月＋α 290 8 1,500 3,480,000

オンラインワークショップ 2回×1～2日×4週×12か月＋α 180 10 2,000 3,600,000

オンライン講演会 月1回 12 300 500 1,800,000

オンライン中継 月1回 10 30 1,000 300,000

キット販売 6～7個販売/日 2310 1,000 2,310,000

オンラインプラネ 40人視聴/日 14600 100 1,460,000

出張科学館 年５回/商業施設などのイベント 5 1,000,000 5,000,000

横浜市内出前 月2-3回程度/学童保育クラブ等への講師派遣 25 30,000 750,000

18,700,000

合計

合計

合計

合計

合計
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効率的効果的な広報戦略で科学体験を増進

広報活動と利用促進活動1

指定管理者業務における広報・宣伝とは、広く地域や社会に対して施設の存在とそこで繰り
広げられる活動を伝え、共感を得る情報発信活動です。科学体験の普及・振興の拠点として
利用促進による利用者増加の賑わいを創出するとともに、施設そのものに共感してもらえる
仕組みづくりと情報発信を行うことが重要と捉え展開します。

指定管理者業務の広報1

ポスター、チラシ、広報誌、ホームページ、SNSなど様々な場所・媒体から積極的に情報を
発信します。闇雲に発信量を増やすのではなく、適切な情報が適確なターゲットに届くよう、
対象エリアやイベント開催までの時間を勘案し、コストも意識した効率化と、ツールの特性
を発揮した効果的な広報を実現します。
特に最近では、SNSの情報発信から展開される高い拡散力は見逃せないチャンスと捉えてい
ます。一方で、情報が発信者の手を離れひとりでに拡散されていく中で、情報が改ざんされ
たり誤った情報を付け加えられるなどのリスクも少なくはありません。十分な対策と準備を
もって安全な広報活動を実現し、来館動機の促進につなげます。
様々なツールを活用しますが、第3期で効果が高く主に活用していたチラシ配架、プレスリ
リースに加え、4期はSNS告知にも注力し広報における3本柱として、新たな対象へ向けて
情報を広げていきます。

的確なツールで効果的・効率的な情報発信2

近隣小学校、幼稚園へ一人一枚の配布、対象への直接告知
（横浜市、横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、鎌倉市の広範囲に配布）

来館
イベント参加

チラシ配架

プレス
リリース

SNS告知

現状の配信先に加え、新しい領域開拓を促進
メディア掲載で第3者目線による信頼性のある内容

高い拡散力により、これまで届かなかった対象へ情報発信が可能
発展するにつれ、コミュニティが形成され科学館のファンの創出を目標

SNS運用ガイドライン

A

コミュニケーションツールとして様々な機能を有するソーシャルメディアを有効に利用するためには、あらか
じめリスクをしっかり理解しておく必要があります。使い方によっては科学館に損害を与えるばかりか、個
人の人生に大きなダメージを与えることも起こり得ます。
私どもは3種類のガイドラインを作成し、安全な運用に特に注意を払っています。

HP掲載用
ソーシャルメディアポリシー

指定管理者として利用者や
市民に向けたソーシャルメディ
アポリシーをホームページに掲
載。禁止事項、免責事項な
どを記載しリスク回避。

職員向け
ソーシャルメディアポリシー

情報は発信者を広報担当に
限定することで投稿内容のダ
ブルチェックなどトラブル防止。
また、科学館の職員としてプ
ライベートでの注意事項も網
羅。

SNS
運用ガイドライン

実際にSNSを運用するに当
たり詳細なマニュアルを策定。
リスクを十分に理解し、万が
一トラブルが発生した場合の
レポートラインや一次対応、
予防保全の具体策を記載。
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前ページにも記載のあるチラシの配布方法は今後も継続・強化していきます。
私どもが指定管理者として本施設の運営を開始した直後は、利用者数を増やすことが悩みの
種でした。試行錯誤の結果、横浜市教育委員会の協力もいただきながら市内小学校に直接チ
ラシを配布できることになりました。
教室内にチラシを掲示してもらうのではなく、クラスの生徒分のチラシを小分けにして学校
に納品、一人に一枚を配布し自宅に持ち帰ってもらいます。家族がチラシを目にする機会を
設けることで、家族単位での来館を狙い、結果として利用者の増加につながりました。
その後は、横浜市に留まらず、横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、鎌倉市など広い範囲に
わたって小学校や幼稚園にチラシを配布し続けています。これからもより広範囲の方々にチ
ラシを届けられるよう関係先の強化に努めます。市街の方々も洋光台に足を向けてもらい地
域振興に貢献します。

一人一枚の配布で効果的なチラシ配布3

2013年横浜市全小学校へチラシ配布 2017年6市全小学校へチラシ配布

2012年度
利用者数

23.3万人

2013年度
利用者数

28.7万人

123.1％増加

2016年度
利用者数

30.6万人

2017年度
利用者数

32.3万人

105.6％増加

専門知識のあるスタッフをメディアに紹介し、日々タイトなスケジュールでコンテンツを探
しをしている記者の方を手助けできるような関係性を築いて、メディア露出増加を狙います。
特にコロナ禍により取材に行けず、コンテンツが探しづらい現状では、積極的にスタッフを
紹介し、コンテンツを提供することによって、記者の方と良好な関係を構築して、極力本施
設を取り上げていただけるよう取り組みみます。
また、スタッフ（ひと）を起用した広報は、一般的に受け入れられやすく、好感を持たれる
ものと考えます。これによって大きな広報効果を発揮するとともに、スタッフのモチベー
ション向上も狙っています。

専門知識のあるスタッフの活用でテレビ露出拡大4

ウェスタ川越でラジオ番組を始めました

A

私どもの代表団体が運営するウェスタ川越（指定管理者
施設）では、コミュニティFMラジオ川越にてラジオ番組「ウェ
スタ川越 Waku Waku RADIO（わくわくレイディオ）」
をスタートさせました。パーソナリティ、オープニング＆エンディ
ング音楽、制作は全てウェスタ川越のスタッフによるハンドメ
イドラジオです。効果があれば、本施設でも展開することを
検討します。

収録風景

取材風景
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本施設で開催されるイベントは、教室や講座など多岐にわたっています。広報においては、
適切なターゲットに適切な情報を発信することが非常に重要です。情報発信の場所・媒体を
増やすことで必要な情報が行き渡るように私どものリレーションを活用します。
特に大手メディアとの連携を強化し、市内への情報発信に留まらず市外からも来館していた
だけるような仕組みをつくります。既存の媒体によって情報を発信するだけではなく、講師
の方や各団体からの積極的な発信により、これまでよりもより強力な広報活動を展開します。
過去に、はやぶさ２のオンラインイベントで「はやぶさ2」公式Twitterでの告知でアクセス
数が増加した実績があり、今後も新たな協力先も引き続き検討し、取り組んでまいります。

リレーションを武器に各方面から広域に向けて情報発信5

一度利用された方がリピーターになっていただくためには、本施設で満足した時間が過ごせ
たことはもちろん、次は別のイベントにも参加してみたいと思っていただけるような館内告
知も重要です。
現状は
■館内各フロアにチラシラックを6か所設置
■館内9か所にイベント告知ポスターを掲示
しており、常に注意を引く内容となるように留意し、不明点などがあればすぐにスタッフが
ご案内する体制を整えていますが、イベント開催に近くなるにつれ告知内容を変更するよう
工夫します。たとえば、開催当日まで時間があるものはインパクトを重視した興味を持って
もらうきっかけ作り、近づくにつれ内容を詳細にお伝えする来館へのきっかけ作りなどを検
討します。
また、団体向けに配布しているワークシートやアドベンチャーパス（団体向けに配布してい
る、冒険感を味わいながら館内を巡れるようにしたシート）の全⾯改訂や一般向けへの配布
など、新しい取り組みみも検討します。

来館者への効果的な告知や新しい取り組みによるリピーターの確保6

アドベンチャーパス チラシラッ
ク

イベントポス
ター

広報物

SNS

メディア

チラシ
ポスター

ホーム
ページ

横浜
こども
科学館

広報物

SNS

メディア

チラシ
ポスター

ホーム
ページ

関係
団体

JAXA

協力
企業

講師

横浜
こども
科学館

SNSの活用で情報拡散
とリレーションの強化
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広報としての即効性・手軽さ・拡散力等から多くの公共施設でも
施設PRの手法としてSNSが活用されるようになりました。利用者
もダイレクトに情報を受け取ることが可能で、利便性の向上にも
役立っています。地域と施設の距離を近づけるためにもSNSの広
報活動をより強化していきます。

SNSでの発信強化7

アクセス解析による広報の強化8

本施設では、2020年8月にTwitter開設しました。「科学館の情報を発信し、ユーザーに親
しみを持ってもらう」ことをコンセプトに科学館のイベント情報、宇宙・天文・科学の豆知
識・職員の活動などを投稿し、2021年7月にフォロワー400人達成しました。
また、2020年5月にはYouTubeチャンネルを開設し、オンラインイベントのライブ配信や
おうちでできる工作動画などを配信しています。トークイベントなどの動画をYouTube
チャンネルと科学館HPでアーカイブ化をするなど2021年6月にはチャンネル登録者数
1,000人を達成しました。
今後は、Facebook、インスタグラムアカウントを開設し、Twitter・YouTubeを含め４つ
のSNSアカウントを運用、発信力を強化します。SNSによって利用する年代層が違うため、
多数のSNSを運用することで幅広い世代へのアプローチが可能となります。
一方で、SNSは誤情報の拡散や思いもよらない炎上など危険性も孕んでいます。私たちはそ
の特性を踏まえたうえでソーシャルメディアポリシーを整備し、運用の遵守、課題の対応な
どに努めてまいります。

広報において、自社のHPのアクセス解析を行うことは重要です。告知をしたタイミングで
のアクセス数の増加傾向や告知掲載先からのアクセスなどを解析し、より効果的な告知方法
を見出すことができます。
また、HP訪問者の行動を把握することにより、HPの利便性を測ることができます。
効率的な広報と利用者にとってわかりやすいHP運営を行うために、アクセス解析をより強
化していきます。
本施設では、2013年からGoogleが提供しているアクセス解析サービス「Google
Analytics」を使い、告知の効果測定と訪問者の行動把握を行っています。
告知効果測定では、チラシ配布・メディア掲載などの告知ごとにアクセス数の増加傾向や掲
載先からのアクセスがあるかを確認しています。効果のない告知をやめ、アクセスの多い告
知を継続・強化して効率の良い広報が行えるようにしています。
訪問者の行動把握では、 「見やすさ・使いやすさ・分かりやすさ」を意識したHP作りに
なっているかをチェックするために、月に1回データを収集しページの移動回数・滞在時
間・各ページの閲覧数・離脱率などから、HPの問題点を洗い出しています。
2020年4月には、アクセス解析で洗い出した「残席状況の閲覧が多いが見つけづらい」「ス
マホの利用率が多いが、スマホ画⾯では見づらい」などの問題点からHP改修を行いました。
さらに2020年4月からは新たにGoogleの解析サービス「Googleサーチコンソール」を活用
し、施設HPの検索掲載順位などの把握を行い、解析の幅を広げていけるよう努めています。

今後は、更なる解析精度の向上のため、アクセス解析士資格保有者の配置、アクセス解析
サービスの活用などを行い、効率的な告知と訪問者にとって使いやすいHPづくりに努めて
いきます。

チラシ配布・メディア掲載・広告出稿など、告知ごとに
アクセス解析。効果のあるものを継続・強化、効果の

ないものを停止。

広報の
強化

告知効果
測定

訪問者の
行動把握

サイト訪問者のIN～OUTまでの行動を把握。
各ページの閲覧数・滞在時間・離脱率などから問題

点を洗い出しHPを改修。

HPの利便性
向上

効率的な
告知
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科学に興味や関心を持ち学びを深めるきっかけ作り

学校教育機関との連携1

科学館に求められる役割の理解と実行1

学校団体の受け入れ2

科学館が学校団体を受け入れる意義は、学校教育を補完することを目的とした科学教育の強
化や充実、学校では経験できない科学体験といった学問の⾯だけではなく、集団行動を通し
て得ることができるチームワークなど社会生活に必要な力の学びという側⾯も持っています。
そのような学びの場を提供し、サポートすることが私どもの使命であり公共施設としての科
学館の役割であると考えています。
その役割を理解したうえで、学校団体向けのプログラムの開発やサービスの提供を実施して
まいります。

団体向けプログラム例

出前教室3

立地条件など、様々な制約から本施設に来館できない学校や団体に対して、公平・平等の観
点から科学館での体験と同等の学びを提供するために出前教室を実施します。
本施設独自の特製キットや学習に活用できる展示物・資料を用いて、日常では経験できない
科学体験や、科学教育の強化・充実を実現します。
また、提供するプログラムの新規開発にも取り組みます。

出前教室プログラム例

プログラム名 内容

幼児でも楽しめる工作教室 ロボットアーム、もみもみスライムをつくろう、カライドサイクル、など

算数・プログラミング PETSでプログラミング、しきつめを体験しよう、など

サイエンスショー とべ☆ロケット、空気であそぼ、など

プラネタリウム 細分化された学習指導要領に沿った学年別学習投影

科学館にとっては学校教育機関との連携は、科学体験の普及・振興の貴重な機会と捉え積極
的に推進します。館内に設置してある展示物や、開催されるサイエンスショー、星空を体験
できるプラネタリウムなど体験をきっかけに子どもたちの学びにつながる連携をこれからも
強化していきます。
連携において、学校教育機関が科学館に求める役割は「学校教育の補完」「科学体験」「理
科への興味・関心の喚起」だと考えています。専門機器備品の取り扱い、事象の可視化を表
現する展示物、プラネタリウムでの星空観察などの体験を通じて、学校での学習内容の定着
や強化を含む発展的な学びが科学館では可能です。また、インタプリターによるわかりやす
い解説、一人一人の疑問に丁寧に答える教室やワークショップなど、科学・理科に興味を持
たせることも科学体験が叶えます。
科学館に求められる役割を理解し、その役割に基づいた事業を展開していき、地域の学習力
を高めていきます。

プログラム名 内容

工作

プログラミング

算数

PETSでプログラミング、コインが消える貯金箱、ケロケロかえる、しきつめを体験しよ

う、磁石おもちゃ、ビー玉まんげきょう、スーパーボール、月の満ち欠け早見盤、ハニー

キャンドル、発泡スチロールカッター、静電気クラゲ、カラフルスライム、など

天文

すばる望遠鏡と未来の巨大望遠鏡、太陽のすがた、月をめざす、宇宙の生活、地

球から見た月・月から見た地球、だいちとしずく、太陽系の天文たち、星空観察会、

宇宙のはてとは？、宇宙の大きさを体験しよう、私たちが生きる宇宙って何だろう、

宇宙をめざすロケット、地球の気象とひまわり、など
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夏休み自由研究お助け隊4

実施風景

研修受入れ5

中学校職業体験 学芸員実習

理科研究会に会場を提供しています

A

横浜市小学校理科研究会との連携し、市内各区の定例研修
会場として下記のとおり本施設を提供しています。

2017年：南区小学校、理科研究会、磯子区
2018年：都筑区、神奈川区、磯子区
2019年：金沢区、戸塚区

また、本施設の顧問（元学校長）によるプログラミング教育の
現状についての講演や、プログラミング教室の体験セミナ―を開
催し、運営に協力しました。

理科が好きな子どもにとっては活躍の場⾯であり、苦手な子どもにとっては憂鬱な作業であ
る自由研究をお手伝いします。
主に横浜市内の小学生を対象とし、横浜市小学校理科研究会と連携して、夏休みだからこそ
実現できる・実施しやすい（学校の授業では難しい）、特別な科学体験を届ける企画です。
理科研究会の先生方にとっては、学校や学年のバラバラな児童を対象とした、学校とは異な
る学習の場の経験に、
科学館スタッフにとっては、ニーズを直接ヒアリングする場であり、先生方の指導スキル・
ノウハウを学ぶ貴重な機会です。
現在も実施中ですが、今後は理科研究会との連携をさらに強化し、学校の要望を調査するな
ど、夏休みに限らず企画を推進したいと考えています。

プログラミング教室体験セミナー

本施設では学校の先生方の研修「教員5年経験者研修」や理科研究会の会合の実施会場とし
て施設を提供しています。また、大学生の「博物館実習」「インターン」、小中学生の「職
業体験」なども受け入れています。
私どもは今後も公共施設としての役割を理解し、横浜市の多世代の人材育成に貢献します。
今後はその活動を「ひろげる」ために、横浜市幼稚園協会との連携を模索し、幼稚園や保育
園と共催でのイベント実施したいと考えています。
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他の青少年施設、大学、企業や地域等との協働2

私どもは、これまで横浜市様やネーミングライツスポンサーである横浜銀行、研究・教育機関、
行政、企業、大学などと連携した事業をタイムリーに実施してまいりました。
今後はこの取り組みをさらに「ひろげる」ために、地域の協力を得て、横浜市の他施設でもイ
ベントを実施してまいります。

地域との連携1

本施設は学びの場であることはもちろんのこと、地域に根ざし、地域のにぎわいを創出して活
性化に貢献することも大切な役割であると理解をしています。
この活動が横浜市全域に「ひろげる」ことを目標に取り組みんでまいります。

こどもアドベンチャー 横浜花壇企画 ミストシャワー

プレイパーク ハロウィンイベント 親子イベント

様々な機関と協力し地域ぐるみで豊かなまちづくりに貢献

◼ 横浜市
地域との連携をはかり「ひろげる」機会を創出しています。
実施例：子ども科学探検隊・子どもアドベンチャー参加、父子家庭イベント参加、

啓発ポスター掲示、横浜花壇企画参加、キッズサイエンス共催、
サイクルスタンプラリー、など

◼ 磯子区
実施例：エコフェスタ・区民活動フォーラム参加、緑のカーテン企画参加、

ミストシャワー貸出連携、フラワープロジェクト参加、など

◼ 洋光台
全てのこども・青少年の成長を見守り、支える地域社会づくりの一環として、洋光台駅前
公園プレイパーク事業など、地元自治体と連携したイベントに積極的に参加し、子どもを
支える地域社会づくりに貢献しています。
実施例：プレイパーク・ハロウィンイベント・キャンドルナイト・健民祭

・5丁目夏祭り参加、地域無料試写会実施、など

◼ 横浜銀行
金融経済教育として「おかねの教室」をスタートさせる予定です。リンクバナーを科学館
HPに掲載し、サイエンスクラブにて教室開催を予定しています。
実施例：キッズサイエンス共催、ノベルティ協力、スターナイト企画協力、

展示物（スペースシミュレーター、顔出しパネル、熱気球デザイン）提供
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他の青少年施設との協働2

他施設と協同してアクティビティーを実施することは、本施設の活動の幅を「ひろげる」だ
けでなく、職員のスキルアップ・モチベーションアップにつながります。
今後も継続して取り組みます。

主な活動実績他

企業・大学との協働3

大学・企業とはアウトリーチ活動の場として本施設と連携・協働をしています。また、研究
内容を科学館でリサーチ、講演会企画・講演会の講師として招聘しています。今後もその
ネットワークを「ひろげる」予定です。

新しい取り組み4

オンラインを使った新しい取り組みみとし
て、全国の大学・企業・研究所の講師を横
浜に集めるという試みをテストケースとし
て実施しました。
オンラインの普及は、これまで実現するこ
とのできなかった日本全国、世界各地とリ
アルタイムのコミュニケーションを可能に
しました。私どもの持つあらゆるネット
ワークを活用して多様な方々と地域をつな
ぎ、科学領域に留まらない社会課題解決へ
の協働にも挑戦していきます。
好評のため、今後もさまざまな協働先を開
拓します。

南極昭和基地と科学館と
参加者をオンラインで結ぶ
（2021年3月20日「南
極観測隊といっしょ！」）

「国立天文台連携企画
きらめく星の天文台だより」
今後、ハワイすばる望遠
鏡などと中継予定

主な活動実績他

連携先 内容

よこはま動物園ズーラシア
洋光台サイエンスクラブとの事業連携

科学館の配信システムを使って、ゾウ舎バックヤードツアーを実施予定。

日本科学未来館 全国科学館連携協議会発表、アンケート参加

日立シビックセンター科学館
研修会参加、サイエンスショー実演、オンライン企画参加

情報収集の場に積極的に参加

静岡科学館る・く・る 研修会参加、サイエンスピクニック出展

原子力文化財団 研修会参加、教室事業連携

東芝未来科学館 サイエンスショー実演

連携先 内容

東洋水産株式会社 連携教室「出張スマイル授業－だしの秘密－」

株式会社ユーグレナ 連携教室「どうぶつ？しょくぶつ？ユーグレナ！」

PICO factory Japan 「PICO factoryのナゾ解きアドベンチャー　ドクター・マックスからの挑戦状」

早稲田大学・鎌倉女子大学等 コミュニケーション研究のデータ採集協力、インターンシップ受入など

パシフィコ横浜、そごう、

ららぽーと、高島屋
イベント出展、出張プラネタリウム

ズーラシア
DOKIDOKI探検隊

未来館
お月見イベント発表

東芝未来科学館
出張サイエンスショー

日立シビックセンター
研修会
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ウイルスに負けない、新しい科学館を目指して

感染防止対策1

私どもは本施設でより多くの方々に来館してもらい、展示物と触れ合うことで科学体験の機
会を創出し、展示解説や体験講座など利用者とスタッフのコミュニケーションによってより
深い理解や学びにつなげることを目標に掲げ邁進してきました。
しかし、2020年2月末に端を発した新型コロナウイルスの感染拡大は、瞬く間に全世界に拡
大していき社会や生活の在り様を大きく変化させました。本施設でも、緊急事態宣言に伴う
臨時休館、3密を避けるための入館制限やプラネタリウムの座席限定など、貴市の指示を仰
ぎながら感染拡大防止対応を今でも続けています。誰しもが手探りで対応策を模索していく
中で「できることはすぐにやる」（P.38「OODAループ」の意思決定）が合言葉になり、あ
らゆる対策を講じてきました。
徐々に日常を取り戻してきているかのようですが、以前の日常に戻ることは期待できず、新
しい生活様式を確立していかなければなりません。私どもは、科学館の利用者、地域の住民、
本施設に勤務するスタッフの安全・安心を第一に、などすべてのステークホルダーとともに
新しい科学館の運営手法を検討していきます。

新たな科学館運営の模索1

各所から発信される感染拡大防止の対応策や、貴市、公益財団法人日本博物館協会のガイド
ラインなどを頼りに2020年度には以下の対策を実行しました。第4期においても、状況を注
意深く観察し、適切な対応を強化し続けます。

施設・設備の運用2

換気
• スモークマシンを使用し、館内の空気の流れを確認
• 換気が不十分であったB1休憩室など6箇所に換気扇を追加設置
• 空調機の設定を変更し、常時100％の換気を実行

室温調整
• 換気の改善に伴い、夏は湿度が高く冬は乾燥する館内環境の変化
• 除湿器、加湿器を設置、状況によって使い分け適度な湿度を維持

飛沫防止
• あらゆる箇所にパーテーションを設置し、飛沫防止

B1休憩室/１F教室/１F会議室/券売/インフォメーション/ショップ/カフェなど

抗ウイルス
消毒

• 館内の全体に抗ウイルスコート「セルフィール」処理を実施
※セルフィール…空港、電車内、バス車内、ホテルなどで使用されている空気触媒

• 館内各所に手指消毒用のアルコールを設置

施設運用
展示見直し

• 顔を近づけたり、接触が多いハンズオン展示を撤去
• 撤去後のスペースには代替の非接触の展示を設置
• プラネタリウム座席数を半減して投影
• 団体のプラネタリウム利用は1団体に制限、他団体との接触回避
• 団体の休憩室利用を1団体に制限、他団体との接触回避
• 3密が回避できない実験演示を中止

利用者対応
• 検温、消毒の徹底奨励
• グループ代表者の連絡先記入の協力依頼

スタッフ対応
• 検温、消毒の徹底と記録
• ワクチン接種完了者は利用者にわかりやすく接種完了のサインを掲示

70



自家製フェイスガードを寄贈

A

2020年4月新型コロナウイルスの拡大でマスクや医療従事者用のフェイスガードが不足する中、
少しでも医療機関のお役に立ちたいとの思いから、ボランティアスタッフのアイディアで本施設の３Dプリ
ンタでフェイスガードをわずか3日で100個作製しました。フェイスガードは地域の医療施設に寄贈し、
医療用品の入手に困っている施設では、自作のフェイスガードを使用して診療にあたっているところも
あり、メイドイン科学館のフェイスガードに喜んでいただきました。
速やかな意思決定と柔軟な発想、実現化する技術力など科学館のスキルを総動員して貢献するこ
とができ、コロナ禍でも手ごたえを感じることができた事例です。
今後も、地域のお役に立てるような活動を続けてまいります。

新型コロナウイルス対策の様子

スモークマシンを使用し、館内の空気の流れを確認

あらゆる箇所にパーテーションを設置し、飛沫防止

読書後の回収・消毒

抗ウイルスコート処理で消毒時間を短縮
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利用者に対する啓蒙3

◼ 体験型学習の実施
新型コロナウイルスに対し正しく知ってもらい、対策を取ってもらうため、企画展を実
施しました。目には見えない小さなウイルスを可視化する展示を製作し、子どもたちに
も分かりやすい解説パネルを掲示しました。また、単なる展示だけではなく、情報を誤
解なく伝えるためツアーガイド形式で解説を行いました。
今後も同様の企画展やツアーガイドを継続して実施します。

私どもは、新型コロナウイルスをむやみやたらに怖がるのではなく、科学的な見方やものの
考え方を通して正しい知識を身に着け、自分で対策を取れるようになってもらうことが科学
館として重要な役割の一つだと考えています。特に容易に真贋の見分けのつかない情報があ
ふれている現代は、理解することのできない言葉や内容はかえって不安を駆り立てることに
なります。効果的な感染対策を利用者が実行できるよう、「正しく怖がる」ことができる情
報を届けています。
新型コロナウイルスに関する企画展やイベントを随時開催し、感染防止に関する啓蒙活動を
実施していきます。

◼ 子ども向けコンテンツの開発
体験型学習の一つとして「手洗いチャレンジ」を実施しました。
ブラックライトに反応する塗料を手に塗り手洗いを実施、洗い残しを可視化し、自分の
弱点を知ってもらう試みです。思っていたよりも洗い残しが多いことに驚く子どもたち
は今後の生活においての手洗いを真剣に行ってくれると信じています。
今後も違った体験学習の企画を考え実施します。

◼ 体験型学習の実施
コロナ禍で外出できない不満や緊張感が続く中でのストレスは、子どもの心と身体に大
きな不満と不安を与えてしまっています。正しい知識と効果的な対策の他にも、ネガ
ティブな感情を少しでも和らげてほしいと、小さい子ども向けの分かりやすいヒーロー
ショーの実演やアニメの上映など、自主製作できるものは積極的に取り組みました。
親子で楽しむ姿も見られ、全世代へ向けて啓蒙活動を推進します。
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「ピンチをチャンスにかえる」事業手法を展開します

新たな事業手法2

従来の手法が通用しない場⾯が増えていく中で、科学体験の普及・振興活動や科学館そのも
のを見直しました。

科学館の再認識1

博物館法による博物館（科学館）とは、上記第2条に定義されており地域住民や利用者の社
会教育、生涯学習、豊かな感性の創造、地域振興に欠かすことのできない役割を持っていま
す。科学の原理原則や考え方、これまでの足跡を展示物や講座などで可視化、情報化し、科
学体験を通じて今を生きる人々が未来を思い描き、それを糧に豊かで幸せな生き方を切り拓
く力を養うことができる社会基盤であると考えます。
そして私たちが提供する事業やサービスは、不確実な未来を不安視する子どもたちに、体験
を出発点とする感動を得る場を提供し、創造力や自己選択力を養う助力となることを再認識
しました。市民の日常生活に寄り添った活動を継続するべく、挑戦し続けます。

「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管（育成
を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調
査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関
する調査研究をすることを目的とする機関 （博物館法第2条）

◼ 持続的存在のための新たな事業開発
本施設は利用料金制度を導入しており、利用料金を運営経費の一部として賄う構造になって
います。利用者数の減少は同時に利用料金の減少を伴い、運営経費に大きな影響を及ぼすこ
とになります。
私どもは利用者数の回復を目指すとともに、並行して新規事業を立ち上げこれまで以上に科
学に触れる機会を創出します。このような状況だからこそ未来への挑戦や投資を恐れること
なく実行し、本施設を持続的に存在させるための資源を確保します。

新たな事業展開2

新たな資源確保の手法

ECサイトの詳細、ネタ

【補助金の活用】
豊かな生活の確保を目的として、様々
な機関から教育普及、文化振興などの
分野への支援が行われています。
本施設においても、積極的に応募、実
施し施設設備や事業実施の資源を確
保します。

※その他オンラインを活用した新規事業、新しい生活様式に即した事業などはP.60をご参照ください

【インターネットを利用した科学館活動の実施】
新しい生活様式では移動や人同士の接触を避け、密
にならないことが求められ、子どもたちは本来科学館とい
う場で得られるはずの経験ができなくなっています。私ど
もは工作キットやオンライン教室を販売し、来館者減に
伴う減収を補うとともに、家で科学館体験を提供できる
事業を推進します。

小林

換気の見直しを実施

A

館内換気の見直し・調整として、ESCO事業により出力を絞っていた空調機の再調整を行い、100％外
気導入を行う設定としました。また、メンテナンス用の出入り口を開放し、虫が侵入しないように網戸を設
置するなどの措置を行いました。
開設から36年の年月が過ぎている本施設の排気設備は、老朽化により排気効率が悪化しているため、
館内排気設備の更新を実施しました。
これらの費用は文化庁の補助金を利用し実施、運営経費の圧縮と環境改善に役立てました。
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2019年度の年末に始まった新型コロナウイルスの感染拡大により、私どもの生活は大きく変わりました。三密
を避ける等の呼びかけにより、本施設も休館や入場制限などの制約を余儀なくされ、現在も大きな影響を受
けています。2020年度は入館者数も大きく減少し、利用料金を含む全体の収入は私どもが運営を担当して
以来、過去最低となりました。入館者数減の傾向は現在も続いており、今後も感染防止の観点から様々な
制約が想定されますが、本施設の設置目的や私どもの掲げる運営方針を達成するために、感染対策を徹底
し、収入増に向けた取り組みみを実施してまいります。

収入計画1

現状分析1

感染防止と増収の両立

2020年度の指定管理料を除く収入は、下記の通り2020年以前の直近3年間の27.1％程度にとどまっ
ています。

また直近2021年6月度の入館者・入場者および収入は下記のとおりです。新型コロナウイルスやプラネタリ
ウム・教室の人数制限により、通常時に比べると収入は65％程度にとどまっていますが、2020年度と比較
すると増加傾向にあります。

必達数値2

下記の数字を最低ラインに設定しました。新型コロナウイルスの感染に関する先行きが見えない中において
は、2022年度は2021年度6月の実績数字である過去3年間の実績比の65％をベースとすることが妥
当ではないかと考えております。2026年度は85％とし、この数字につきましては、必ず達成することをお約
束します。

増収の方策2

制限の解除1

現在は、感染防止対策として、１日の最大入館者数3,500名を1,500名、プラネタリウム6回投影を4
回投影 定員267名を101名、教室定員を通常の1/2として運営しておりますが、感染の収束に伴い、
制限を緩和することにより、入館者・入場者増を達成し、増収につなげます。

新規事業の開発2

従来業務に加えて、新規事業を展開し増収につなげます。（P.59をご参照ください。）上記制限の解除
を前提として本提案書の内容を確実に遂行することにより、増収を達成します。

2017年度 2018年度 2019年度 3年間平均 2020年度 比率

217,301 235,650 207,081 220,010 59,566 27.1%

年度

総収入（指定管理料除く）

単位：千円

単位：人 単位：千円

入館者 入場者 利用料金 自主事業 収入計

2021年6月実績 13,700 6,500 2021年6月実績 5,540 3,370 8,910

過去3年間の6月平均 24,000 13,000 過去3年間の6月平均 8,950 4,690 13,640

比率 57% 50% 比率 62% 72% 65%

単位：人

入館者 320,000 208,000 224,000 240,000 256,000 272,000

入場者（プラネ） 163,000 106,000 114,000 122,000 130,000 139,000

単位：千円

利用料金 132,770 86,300 92,900 99,600 106,300 112,800

自主事業（新規事業除く） 87,240 56,600 61,000 65,500 69,800 74,160

新規事業 0 8,800 13,900 18,700 23,300 28,600

収入計 220,010 151,700 167,800 183,800 199,400 215,560

項目 2026年度2025年度2024年度2023年度2022年度
過去3年間

平均

項目 2026年度2025年度2024年度2023年度2022年度
過去3年間

平均
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前述のとおり、新型コロナウイルスの収束が見えない中、市民の方の生活スタイルの変化や運営に関する制約
から、2022年度以降については減収は免れないと思っております。本施設の運営実績で得た経験から、必要
な経費は削減することなく、改善によりムダは徹底的に省きます。

◼ 人件費：サービス向上および新規事業実施のための増員、昇給

収支計画1

増加を見込む経費1

減収をメリハリのあるコスト管理でカバー

◼ 維持管理費： 駐車場のコインゲート式への改修による 警備費の減
◼ 運営費： 紙媒体の広報からSNS広報へシフトよる減
◼ 事業費： プラネタリウム番組制作の内製化による宇宙劇場経費の減

削減を見込む経費2

収支3

やはり新型コロナウイルスの影響は大きく、減収分はコスト削減だけではカバーできないため、
大変申し訳ありませんが、第4期の指定管理料につきましては、第3期比に比べて5年間で
37,580千円の増額をお願いいたします。ただし、2026年度には第3期と同程度に戻します。

指定管理料2

【収入】 単位：千円

項目 2017∼19平均 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 5年計

利用料金 132,770 86,300 92,900 99,600 106,300 112,800 497,900

自主事業 87,240 56,600 61,000 65,500 69,800 74,160 327,060

新規事業 8,800 13,900 18,700 23,300 28,600 93,300

収入計 220,010 151,700 167,800 183,800 199,400 215,560 918,260

指定管理料 201,520 214,000 212,000 210,000 208,000 205,970 1,049,970

収入総計 421,530 365,700 379,800 393,800 407,400 421,530 1,968,230

【支出】

項目 2017∼19平均 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 5年計

人件費 161,420 169,540 174,740 179,940 185,140 190,340 899,700

維持管理費 88,250 73,780 73,780 73,780 73,780 73,780 368,900

運営費 87,980 62,380 68,280 74,080 79,480 85,410 369,630

事業費 83,880 60,000 63,000 66,000 69,000 72,000 330,000

支出計 421,530 365,700 379,800 393,800 407,400 421,530 1,968,230

【収支】

収支差 0 0 0 0 0 0 0

【指定管理料】 単位：千円

2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 5年計

第4期 214,000 212,000 210,000 208,000 205,970 1,049,970

第3期実績 201,850 201,850 199,890 202,830 205,970 1,012,390

対3期 12,150 10,150 10,110 5,170 0 37,580
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合理化による極端な経費削減が利用者のサービス・利便性の低下につながることは、私どもの
意図するところではありません。逆に創意工夫により削減できた経費をサービス向上や設備投
資利用し、本施設の発展につなげたいと考えています。本施設では、これまでさまざまな設備
改善を実施し、利用者のサービス向上に努めてきました。（P.30をご参照ください。）今後も
変わらぬ運営方針のもと、取組んでまいります。

費用配分の考え方1

経費を削減し適切な費用配分を実施

第4期に予定している設備改善2

館内100％照明のLED化1

収入増になった場合の配分3

常設展示物のリニューアル1

カフェ用食洗器の導入2

コイン清算式のゲート式駐車場に改修し、削減できた警備費用を利用者サービスの向上のた
めに使用します。

駐車場の改修3

オンライン対応2

地下駐車場ゲート設置イメージ 公園側駐車場ゲート設置イメージ

5F宇宙船長室のリニューアルを検討します。太陽系に焦点を当てた常設展示の設置やサイエ
ンスショウエリアのリニューアル等を考えています。

「ひろげる科学館」を実現するためのONLINE設備などへの投資し、リモート等によるイベ
ントの拡大を目指します。

これまで館内の照明の内、水銀灯44灯、蛍光灯880本をLED照明に交換してきましたが、ま
だ水銀灯6灯、蛍光灯91本の交換が完了していません。第4期に交換を実施することにより、
LED化100％を達成します。照明を交換することで、館内が明るくなり省エネにもつながり
ます。

現在、使い捨て食器を使用していますが、食器洗浄機を導入することで、廃プラ・可燃ごみ
を削減しCO2削減につなげます。食器洗浄機を正しく使用し清潔を保持し、陶器の食器を繰
り返し使用することで費用圧縮も実現します。
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様式3-1

単独団体名・共同事業体名

施設名

(１)　収入  　　※指定管理料を除いた金額。 （単位　千円、税込み）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計 備考

86,300 92,900 99,600 106,300 112,800 497,900

65,400 74,900 84,200 93,100 102,760 420,360

教室事業 4,000 4,300 4,700 5,000 5,300 23,300

企画事業 20,800 22,400 24,000 25,600 27,200 120,000

目的外事業 31,800 34,300 36,800 39,200 41,660 183,760

新規事業 8,800 13,900 18,700 23,300 28,600 93,300

151,700 167,800 183,800 199,400 215,560 918,260

(2) 　支出 （単位　千円、税込み）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計 備考

305,700 316,800 327,800 338,400 349,530 1,638,230

人件費 169,540 174,740 179,940 185,140 190,340 899,700

修繕費 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500

設備管理費・清掃費 40,710 40,710 40,710 40,710 40,710 203,550

保安警備費 7,070 7,070 7,070 7,070 7,070 35,350

駐車場設備費（リース） 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 12,500

光熱水費 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 92,500

外構・植栽管理費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,000

廃棄物処理費 500 500 500 500 500 2,500

広報費 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 45,000

印刷製本費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

通信・運搬費 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 17,500

備品購入費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

消耗品費 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 15,000

保険料 100 100 100 100 100 500

使用料・賃借料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 25,000

委託料 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

旅費交通費 500 500 500 500 500 2,500

ボランティア経費 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

研修費他 500 500 500 500 500 2,500

一般管理費 4,780 10,080 14,480 18,480 22,510 70,330

公租公課費 19,900 20,500 21,900 23,300 25,200 110,800

その他 100 100 100 100 100 500

60,000 63,000 66,000 69,000 72,000 330,000

教室事業 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 20,000

企画事業 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 65,000

目的外事業 19,000 20,500 22,000 23,500 25,000 110,000

新規事業 7,000 8,500 10,000 11,500 13,000 50,000

展示室費 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 35,000

宇宙劇場費 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000

365,700 379,800 393,800 407,400 421,530 1,968,230

(3)  指定管理料 （単位　千円、税込み）

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 合計 備考

214,000 212,000 210,000 208,000 205,970 1,049,970

CTC共同事業体

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書

項
目

①維持管理運営費用

項
　
目

１　総括表

項　　　　目

①利用にかかる料金収入

指定管理料＝（支出（Ｂ）－収入（Ａ））

※自主事業の内訳は、様式3-4、3-5の事業ごとに記載してください。

合計（①＋②）（Ｂ）

②自主事業による収入

②自主事業による経費

合計（①＋②）（Ａ）

項　　　　目

項　　　　目

項
目



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

横浜こども科学館

(1)　収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

86,300

86,300

64,500人 25,800

35,000人 7,000

33,000人 0

土曜日： 15,000人 0

その他： 23,500人 0

企画： 2,000人 0

大人： 2,000人 720

小人： 14,000人 2,240

6,000人 0

減免 団体： 13,000人 0

3,000人 2,400

2,000人 800

208,000人 38,960

36,000人 22,500

36,800人 11,040

6,000人 0

減免 その他： 3,200人 0

1,000人 540

19,000人 4,560

減免 団体： 4,000人 0

106,000人 38,640

屋内駐車場利用料 8,700

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2)　指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

86,300

214,000

入場料

利用にかかる料金収入 （Ａ）

指定管理料  　　      　 （Ｂ）

団
体

大人：

小人：

駐車場収入

内　　　　訳

計

定
期

大人：

小人：

計

個
人

大人：

小人：

幼児：

幼児：

入館料

個
人

大人：

減
免

団
体

有
料

幼稚園：

小人：

様式3-2

２　指定管理・収入の部（令和4年度）　　※指定管理料を除く。

① 利用にかかる料金収入

合計　　　　　　　　（Ａ）

指定管理料提案書及び収支予算書

施設名

内　　　　訳



300,300収入合計　　　　　    （Ａ）＋（Ｂ）



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

横浜こども科学館

(1)　収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

92,900

92,900

69,300人 27,720

35,000人 7,000

38,000人 0

土曜日： 12,000人 0

その他： 24,000人 0

企画： 2,000人 0

大人： 3,000人 1,080

小人： 14,000人 2,240

8,700人 0

減免 団体： 18,000人 0

3,100人 2,480

2,100人 840

224,000人 41,360

42,410人 25,446

38,000人 11,400

4,790人 0

減免 その他： 3,500人 0

1,100人 594

20,000人 4,800

減免 団体： 4,200人 0

114,000人 42,240

屋内駐車場利用料 9,300

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2)　指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

92,900

212,000

計

入場料

駐車場収入

内　　　　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

指定管理料  　　      　 （Ｂ）

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

大人：

小人：

有
料

幼稚園：

定
期

大人：

小人：

計

① 利用にかかる料金収入

入館料

個
人

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和5年度）　　※指定管理料を除く。

内　　　　訳

合計　　　　　　　　（Ａ）

様式3-2



304,900収入合計　　　　　（Ａ）＋（Ｂ）



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

横浜こども科学館

(1)　収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

99,600

99,600

74,500人 29,800

37,000人 7,400

39,000人 0

土曜日： 13,000人 0

その他： 24,500人 0

企画： 2,100人 0

大人： 3,200人 1,152

小人： 15,000人 2,400

12,700人 0

減免 団体： 19,000人 0

3,200人 2,560

2,200人 880

240,000人 44,192

46,200人 27,720

40,000人 12,000

5,000人 0

減免 その他： 4,000人 0

1,200人 648

21,000人 5,040

減免 団体： 4,600人 0

122,000人 45,408

屋内駐車場利用料 10,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2)　指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

99,600

210,000

計

入場料

指定管理料  　　      　 （Ｂ）

大人：

小人：

駐車場収入

内　　　　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

入館料

個
人

小人：

計

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

有
料

幼稚園：

定
期

大人：

内　　　　訳

合計　　　　　　　　（Ａ）

① 利用にかかる料金収入

様式３-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和6年度）　　※指定管理料を除く。



309,600収入合計　　　　 （Ａ）＋（Ｂ）



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

横浜こども科学館

(1)　収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

106,300

106,300

81,095人 32,438

39,000人 7,800

42,000人 0

土曜日： 14,350人 0

その他： 25,000人 0

企画： 2,200人 0

大人： 3,500人 1,260

小人： 16,000人 2,560

13,000人 0

減免 団体： 19,855人 0

3,300人 2,640

2,300人 920

256,000人 47,618

49,000人 29,400

42,000人 12,600

5,500人 0

減免 その他： 5,000人 0

1,300人 702

22,000人 5,280

減免 団体： 5,200人 0

130,000人 47,982

屋内駐車場利用料 10,700

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2)　指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

106,300

208,000

計

入場料

駐車場収入

内　　　　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

指定管理料  　　      　 （Ｂ）

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

大人：

小人：

有
料

幼稚園：

定
期

大人：

小人：

計

① 利用にかかる料金収入

入館料

個
人

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和７年度）　　※指定管理料を除く。

内　　　　訳

合計　　　　　　　　（Ａ）

様式3-2

施設名



314,300収入合計　　　　　（Ａ）＋（Ｂ）



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

横浜こども科学館

(1)　収入 （単位　千円、税込み）

合計金額

112,800

112,800

84,000人 33,600

43,000人 8,600

43,000人 0

土曜日： 16,500人 0

その他： 26,500人 0

企画： 2,300人 0

大人： 3,675人 1,323

小人： 16,800人 2,688

15,225人 0

減免 団体： 21,000人 0

3,400人 2,720

2,400人 960

272,000人 49,891

53,000人 31,800

45,030人 13,509

5,970人 0

減免 その他： 5,000人 0

1,400人 756

23,100人 5,544

減免 団体： 5,500人 0

139,000人 51,609

屋内駐車場利用料 11,300

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

(2)　指定管理料を含んだ収入合計 （単位　千円、税込み）

合計金額

112,800

205,970

計

入場料

指定管理料  　　      　 （Ｂ）

大人：

小人：

駐車場収入

内　　　　訳

利用にかかる料金収入 （Ａ）

定
期

大人：

小人：

計

個
人

大人：

小人：

幼児：

団
体

入館料

個
人

大人：

小人：

幼児：

減
免

団
体

有
料

幼稚園：

内　　　　訳

合計　　　　　　　　（Ａ）

① 利用にかかる料金収入

様式3-2

施設名

指定管理料提案書及び収支予算書

２　指定管理・収入の部（令和8年度）　　※指定管理料を除く。



318,770収入合計　　　　　（Ａ）＋（Ｂ）



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（令和4年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

305,700

館長（非常勤） 1 名

学術顧問（非常勤） 3 名

副館長（統括） 1 名

課長 2 名

施設管理担当課長 1 名

ディレクター 5 名

科学コミュニケーター 6 名

インタープリター 9 名

広報スタッフ 1 名

メンテナンススタッフ 1 名

運営スタッフ 11 名

経理・庶務スタッフ 1 名

運営非常勤職員（長期） 5 名

運営非常勤職員（短期）

福利厚生費 1,200 1,200

修繕費 3,500

設備管理費・清掃費 40,710

保安警備費 7,070

駐車場設備費 2,500

光熱水費 18,500

外構・植栽管理費 1,000

廃棄物処理費 500

広報費 9,000

印刷製本費 4,000

通信・運搬費 3,500

備品購入費 4,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 5,000

委託料 4,000

旅費交通費 500

ボランティア経費 4,000

研修費他 500

一般管理費 4,780

公租公課費 19,900

その他 100

本部経費

ホームページ等

消費税

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

常駐警備、機械警備

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

建物・設備点検費、清掃費

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

職員の社内研修・外部研修費

様式3-3

横浜こども科学館

人件費

60万円以下の修繕費

リース導入

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

指定管理料提案書及び収支予算書

項

目

外構・植栽業務費

パンフレット、チラシ等

展示、教室備品他

教室、運営、事務用品等

施設保険



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（令和5年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

316,800

館長（非常勤） 1 名

学術顧問（非常勤） 3 名

副館長（統括） 1 名

課長 2 名

施設管理担当課長 1 名

ディレクター 5 名

科学コミュニケーター 6 名

インタープリター 10 名

広報スタッフ 1 名

メンテナンススタッフ 1 名

運営スタッフ 11 名

経理・庶務スタッフ 1 名

運営非常勤職員（長期） 5 名

運営非常勤職員（短期）

福利厚生費 1,200

昇給原資 2,000

修繕費 3,500

設備管理費・清掃費 40,710

保安警備費 7,070

駐車場設備費 2,500

光熱水費 18,500

外構・植栽管理費 1,000

廃棄物処理費 500

広報費 9,000

印刷製本費 4,000

通信・運搬費 3,500

備品購入費 4,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 5,000

委託料 4,000

旅費交通費 500

ボランティア経費 4,000

研修費他 500

一般管理費 10,080

公租公課費 20,500

その他 100

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

職員の交通費

本部経費

消費税

ボランティア活動支援経費等

項

目

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

教室、運営、事務用品等

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

職員の社内研修・外部研修費

ホームページ等

指定管理料提案書及び収支予算書

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

リース導入

様式3-3

展示、教室備品他

人件費

外構・植栽業務費

横浜こども科学館



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（令和6年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

327,800

館長（非常勤） 1 名

学術顧問（非常勤） 3 名

副館長（統括） 1 名

課長 2 名

施設管理担当課長 1 名

ディレクター 5 名

科学コミュニケーター 6 名

インタープリター 11 名

広報スタッフ 1 名

メンテナンススタッフ 1 名

運営スタッフ 11 名

経理・庶務スタッフ 1 名

運営非常勤職員（長期） 5 名

運営非常勤職員（短期）

福利厚生費 1,200

昇給原資 4,000

修繕費 3,500

設備管理費・清掃費 40,710

保安警備費 7,070

駐車場設備費 2,500

光熱水費 18,500

外構・植栽管理費 1,000

廃棄物処理費 500

広報費 9,000

印刷製本費 4,000

通信・運搬費 3,500

備品購入費 4,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 5,000

委託料 4,000

旅費交通費 500

ボランティア経費 4,000

研修費他 500

一般管理費 14,480

公租公課費 21,900

その他 100

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

ホームページ等

職員の社内研修・外部研修費

本部経費

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

消費税

職員の交通費

項

目

ボランティア活動支援経費等

人件費

施設保険

教室、運営、事務用品等

指定管理料提案書及び収支予算書

① 維持管理運営費用

積　算　内　訳

外構・植栽業務費

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

様式3-3

横浜こども科学館

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

常駐警備、機械警備

リース導入



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（令和7年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

338,400

館長（非常勤） 1 名

学術顧問（非常勤） 3 名

副館長（統括） 1 名

課長 2 名

施設管理担当課長 1 名

ディレクター 5 名

科学コミュニケーター 6 名

インタープリター 12 名

広報スタッフ 1 名

メンテナンススタッフ 1 名

運営スタッフ 11 名

経理・庶務スタッフ 1 名

運営非常勤職員（長期） 5 名

運営非常勤職員（短期）

福利厚生費 1,200

昇給原資 6,000

修繕費 3,500

設備管理費・清掃費 40,710

保安警備費 7,070

駐車場設備費 2,500

光熱水費 18,500

外構・植栽管理費 1,000

廃棄物処理費 500

広報費 9,000

印刷製本費 4,000

通信・運搬費 3,500

備品購入費 4,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 5,000

委託料 4,000

旅費交通費 500

ボランティア経費 4,000

研修費他 500

一般管理費 18,480

公租公課費 23,300

その他 100

人件費

60万円以下の修繕費

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

リース導入

外構・植栽業務費

① 維持管理運営費用

様式3-3

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書

消費税

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

本部経費

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

ホームページ等

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

教室、運営、事務用品等

展示物の保守について再委託

積　算　内　訳

項

目

職員の社内研修・外部研修費



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

３　指定管理・支出の部（令和8年度） （単位　千円、税込み）

合計金額

349,530

館長（非常勤） 1 名

学術顧問（非常勤） 3 名

副館長（統括） 1 名

課長 2 名

施設管理担当課長 1 名

ディレクター 5 名

科学コミュニケーター 6 名

インタープリター 13 名

広報スタッフ 1 名

メンテナンススタッフ 1 名

運営スタッフ 11 名

経理・庶務スタッフ 1 名

運営非常勤職員（長期） 5 名

運営非常勤職員（短期）

福利厚生費 1,200

昇給原資 8,000

修繕費 3,500

設備管理費・清掃費 40,710

保安警備費 7,070

駐車場設備費 2,500

光熱水費 18,500

外構・植栽管理費 1,000

廃棄物処理費 500

広報費 9,000

印刷製本費 4,000

通信・運搬費 3,500

備品購入費 4,000

消耗品費 3,000

保険料 100

使用料・賃借料 5,000

委託料 4,000

旅費交通費 500

ボランティア経費 4,000

研修費他 500

一般管理費 22,510

公租公課費 25,200

その他 100

建物・設備点検費、清掃費

常駐警備、機械警備

リース導入

60万円以下の修繕費

※１　次の例を参考に記載してください。
 人件費・・・報酬、賃金、手当、社会保険料、福利厚生費など

※２　必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

本部経費

消費税

施設保険

備品（コピー機、券売機、PC、冷蔵庫他リース料金等

展示物の保守について再委託

職員の交通費

ボランティア活動支援経費等

様式3-3

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書

職員の社内研修・外部研修費

ホームページ等

パンフレット、チラシ等

電話・FAX・インターネット回線料、郵送費、宅急便等

展示、教室備品他

教室、運営、事務用品等

積　算　内　訳

① 維持管理運営費用

項

目

外構・植栽業務費

人件費



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（令和4年度） 　（単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

65,400

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 20,800

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 31,800

新規事業 ECサイト他 8,800

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

指定管理料提案書及び収支予算書

項
　
　
　
　
目

様式3-4

② 自主事業による収入



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（令和5年度） 　（単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

74,900

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,300

企画事業 科学工作教室・企画展等 22,400

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 34,300

新規事業 ECサイト他 13,900

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

指定管理料提案書及び収支予算書

② 自主事業による収入

項
　
　
　
　
目

様式3-4



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（令和6年度） 　（単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

84,200

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,700

企画事業 科学工作教室・企画展等 24,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 36,800

新規事業 ECサイト他 18,700

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による収入

項
　
　
　
　
目

様式3-4

収支予算書



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（令和7年度） 　（単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

93,100

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 5,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 25,600

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 39,200

新規事業 ECサイト他 23,300

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による収入

項
　
　
　
　
目

様式3-4

指定管理料提案書及び収支予算書



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名 横浜こども科学館

４　自主事業・収入の部（令和8年度） 　（単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

102,760

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 5,300

企画事業 科学工作教室・企画展等 27,200

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 41,660

新規事業 ECサイト他 28,600

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項
　
　
　
　
目

様式3-4

指定管理料提案書及び収支予算書

② 自主事業による収入



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（令和4年度） （単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

60,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 19,000

新規事業 ECサイト他 7,000

展示室費 展示物保守、制作費 7,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 10,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項
　
　
　
　
目

様式3-5

指定管理料提案書及び収支予算書

② 自主事業による経費

横浜こども科学館



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（令和5年度） （単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

63,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 20,500

新規事業 ECサイト他 8,500

展示室費 展示物保守、制作費 7,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 10,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項
　
　
　
　
目

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書

② 自主事業による経費

様式3-5



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（令和6年度） （単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

66,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 22,000

新規事業 ECサイト他 10,000

展示室費 展示物保守、制作費 7,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 10,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

項
　
　
　
　
目

様式3-5

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書

② 自主事業による経費



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（令和7年度） （単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

69,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 23,500

新規事業 ECサイト他 11,500

展示室費 展示物保守、制作費 7,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 10,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による経費

項
　
　
　
　
目

様式3-5

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書



単独団体名・共同事業体名 CTC共同事業体

施設名

５　自主事業・支出の部（令和8年度） （単位　千円、税込み）

内　　　　訳 合計金額

72,000

教室事業 洋光台サイエンスクラブ他 4,000

企画事業 科学工作教室・企画展等 13,000

目的外事業 館内ショップ、カフェ売上、自動販売機 25,000

新規事業 ECサイト他 13,000

展示室費 展示物保守、制作費 7,000

宇宙劇場費 プラネタリウム保守、番組制作費 10,000

※必要に応じて小区分を設定してもかまいません。

② 自主事業による経費

項
　
　
　
　
目

様式3-5

横浜こども科学館

指定管理料提案書及び収支予算書



（様式５） 

団体の概要

（令和３年７月現在） 

（ふりがな） 

商号又は名称 

（かぶしきがいしゃこんぐれ）

株式会社コングレ 

共同事業体又は中小企業等協同組合として応募している場合には、その名称を記入してください。

（ふりがな）

名称 

（しーてぃーしーきょうどうじぎょうたい）

CTC共同事業体 

所在地 

〒103-8276 

東京都中央区日本橋三丁目 10番５号 

※法人の場合は登記簿上の本店所在地を、任意団体の場合は代表者の住所をご記入ください

（市税納付状況調査（様式８同意書による）に使用します）。

設立年月日 平成２年６月２５日 

沿革 

1990年 会社設立（大阪、名古屋、京都） 

1991年 東京支社 開設 

1994年 九州支社 開設 

2000年 東京・大阪の両本社体制へ移行 

 株式会社スペースメディアジャパンをグループ会社化 

2002年 北京事務所 開設 

2003年 株式会社沖縄コングレ 設立 

2004年 康格会展（上海）有限公司（通称コングレ上海）設立 

2006年 北海道支社 開設 

2011年 一般社団法人 MICE総研 業務開始 

2012年 東北支社 開設 

事業内容等 

⚫ コンベンション・展示会・イベント

国際会議、医学系国際・国内学会・会議、シンポジウム、企業イベント、

展示会、見本市、博覧会の総合プロデュース 等

⚫ MICE施設・観光文化施設運営・管理

文化施設（科学館、水族館、博物館など）、コンベンション施設（大田

田国際会議場、文化センターなど）の運営・指定管理者業務 等

⚫ 人材サービス

人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、各種研修 等

⚫ 語学サービス

通訳（同時、逐次、商談、レセプション、インハウス）、各種翻訳・ラ

イティング、海外向け制作物（ポスター、ホームページなど） 等



⚫ ITシステムサービス

多機能自動発券機（CMTM）、共催セミナー整理券発券システム、電子ポ

スターセッション、会員管理システム、参加登録システム、論文処理シ

ステム、Myスケジュール、eラーニング 等

⚫ 調査・コンサルディング

会議施設・文化施設の運営・管理に関するコンサルティング、大型コン

ベンション誘致のための調査、国内外の MICE市場に関する調査 等

財政状況 

※直近３か年

の事業年度分 

年 度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

総 収 入 21,484,120,778円 26,618,112,805円 20,011,306,857円 

総 支 出 21,860,111,678円 26,179,597,113円 18,483,488,556円 

当期収支差額 -375,990,900円 438,515,692円 1,527,818,301円 

次期繰越収支差額 -375,990,900円 62,524,792円 1,590,343,093円 

連絡担当者 

(ふりがな) 

氏名 

部署・職名 施設・人材サービス事業本部 東京事業部 営業４課 課長 

電話番号 03-3510-3720 FAX 03-3510-3721 

E-mail

特記事項 

登記簿上の本店所在地は大阪住所になりますが、横浜こども科学館を管

轄している東京事業部の住所にて書類提出するため、東京に拠点があるこ

とを証明する事業開始等申告書提出済証明書を別途提出しております。 



（様式５） 

団体の概要

（令和 3年 7月現在） 

（ふりがな） 

商号又は名称 

（かぶしきがいしゃとうきゅうこみゅにてぃー）

 株式会社東急コミュニティー 

共同事業体又は中小企業等協同組合として応募している場合には、その名称を記入してください。

（ふりがな）

名称 

（しーてぃーしーきょうどうじぎょうたい ）

ＣＴＣ共同事業体 

所在地 
〒158-8509 

東京都世田谷区用賀四丁目 10番 1号 

設立年月日 1970年 4月 

沿革 

1970年 4月 不動産管理を主たる事業として、横浜市緑区(現青葉区に) 

1972年 4月 

1989年 10月 

㈱東急コミュニテイーを設立 

本社を東京都渋谷区に移転 

技術研修・技術統括の機能をもつ「技術センター」(東京都目

黒区)を開設 

1994年 8月 

1997年 1月 

本社を東京都世田谷区に移転 

ホテルタイプの地域コミュニティー施設「青葉台フォーラ

ム」（横浜市青葉区）開業 

1998年 11月 東京証券取引所市場第二部に株式上場 

2000年 1月 貸会議室事業を行う（株）大阪会館（現（株）TCフォーラム）

の株式を取得 

2000年 3月 

2002年 2月 

2008年 5月 

2008年 11月 

東京証券取引所市場第一部に指定 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」施行に伴

う管理業者登録 

個人情報保護に関するマネジメントシステムの要求事項を

満たす企業として「プライバシーマーク」を取得 

次世代育成支援対策推進法の認定マーク「くるみん」を取得 

2013年 10月 

2015年 4月 

2015年 4月 

2017年 10月 

2019年 5月 

東急不動産㈱、㈱東急コミュニティー、東急リバブル㈱の三

社による持株会社「東急不動産ホールディングス㈱」設立 

東京証券取引所第一部に株式上場（2013 年 9 月三社上場廃

止） 

東急ファシリティサービス（株）のマンション管理事業を吸

収分割により承継 

㈱東急コミュニティー、東急リバブル㈱、東急リロケーショ

ン㈱の 3社の賃貸住宅管理事業を、東急住宅リース㈱に統合 

㈱東急コミュニティー、㈱東急ホームズの 2社のリフォーム

事業を㈱東急Ｒｅ・デザインに統合 

技術センターが「東急コミュニティー技術研修センター

NOTIA」にリニューアル 



事業内容等 

■ビルマネジメント事業

ビル管理・公共施設管理運営・プロパティマネジメント・施設運営

プラネタリウム運営

■マンションライフサポート事業

マンション管理・公営住宅管理運営・生活支援サービス

コミュニティー形成支援

■リフォーム事業

大規模改修事業・設備改修工事

財政状況 

※直近３か年

の事業年度分 

年 度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

総 収 入 125,400百万円 129,957百万円 132,586百万円 

総 支 出 108,373百万円 112,230百万円 114,643百万円 

当期収支差額 17,026 百万円 17,727 百万円 17,943 百万円 

次期繰越収支差額 28,954 百万円 32,763 百万円 34,080 百万円 

連絡担当者 

(ふりがな)

氏名 

部署・職名 ビル事業本部 営業開発事業部 第二営業部 

電話番号 03-5717-1083 FAX 03-5717-1084 

E-mail 

特記事項 
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